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【質疑前半】 Ⅱ－１（Ｐ56）からⅡ－７－７（Ｐ229）まで 

 

 

 

 

 それでは再開いたします。 

ただいまの説明につきまして、２つの項目に区切って議論したいと存じます。 

 まず最初は、ローマ数字のⅡ－１からⅡ－７－７、 

ページ数で言いますと、229 ページまででございますけれども、 

 この項目に関しまして、何かご質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。64 ページ、「機能強化加算の見直し」についてでございます。 

これ、今回の改定において、非常に支払側としても重要視してるところなんですが、 

支払側としては、かかりつけ医機能を適正に普及させるためには、 

そういう観点からも、今改定においては非常に重要視しておりました。 
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 これは、ほかの体制加算と違ってて、 

自分のかかりつけ医を判断していく、見つけていくという観点から、 

 その機能について事前に、「この医療機関はあなたにとってかかりつけ医機能を持ってますよ」 

ということを事前に説明していただきたいということは譲れない 

というスタンスで議論を行ってまいりました。 

 ただし、２号側の意見が、「医療機関に過度な負担をかける」ということも理解できます。 

 われわれもいたずらに医療機関に過度な負担をかけるというところは意図するところではないので、 

 なんとか着地点を見いだしたいということで検討を行ってまいりました。 

 

 そこで今回、新たな提案がされたわけなんですけど、 

 １点は医療機能情報提供制度を検索できるということ、  

 それから院内の見えやすい場所に文書を設置するという提案、 

 要件が追加されたというところで、 

 なんとか、これで着地点を見いだせないかということで、改めて、われわれの中で議論したんですが、 

 最低限、これで着地点とするんであれば、やっていただきたいということを、 

これから申し上げたいというふうに思います。 
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 まず１点目の提案であります医療機能情報提供制度なんですが、 

 これはかかりつけ医機能を有する医療機関が検索できるということなんですが、 

 今の医療機能情報提供制度、私も実際、各都道府県のを見てみたんですが、 

 必ずしも整備されてないという状況にあるということが言えると思います。 

 

 医療機能情報は、各医療機関の管理者が都道府県に自分の持っている医療情報を提供して、 

 都道府県がこれを集約して、住民にインターネットで分かりやすく説明すると、 

ホームページ上で公開するという仕組みなんですが、 

 私も全ての都道府県のホームページ、見たわけではないんですが、５カ所ぐらい、 

東京都とか愛知とか、見てみたんですが、さまざまな様式があって、確かに使いやすい。 

 自分の近くにどんな医療機関があって、どんな診療科があってというのは見えるんですが、 

 かかりつけ医機能を誇ってるというふうなところについては、なかなか整備されてなくて。 

 東京都のホームページを見てみますと、 

この制度の中に「かかりつけ医」っていうバナーはあるんです。このバナーをクリックしてみると、 

かかりつけ医というものがどんなものかという説明はあるんですが、 

 そこに出てくる言葉は、「かかりつけ医は登録されていません」という表示が出ていて、 

それで終わってしまうわけなんですね。 

だから、そういったものが、まだ十分に整備されてなくて。 

 

 で、また東京都のホームページで見てみたんですが、 

どれだけの医療機関が都道府県に、東京都に情報公開してるかというと、その数値は平成 28 年度で、 

ちょっと前なんですが、80％ぐらいしか情報提供してなくて、２割が情報提供してない。 
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 これ、義務化されてるんですが、罰則規定がないということで、 

２割は情報すら東京都に提供していない。 

 各県によって差はあると思うんですが、そういう状態があるんで、 

 もし、この要件を追加するんであれば、少なくとも、かかりつけ医がどんな所にあって、 

どんな機能を持ってるかぐらいは、住民がですね、分かるようなところまで整理しないと、 

 こういった「検索できますよ」っていう要件を追加しても、これは全く実効性のないものになる。 

で、これはぜひ整備していただきたい。 

 

 今、この「医療情報（の提供内容等）のあり方に関する検討会」で、 

これが整備されようということが検討されてるということで、 

 そのホームページ、見てみたんですけど、計画では、今年度中に仕様・様式を取りまとめて、 

これを全国統一のシステムにするのは２年後の 2022 年というふうに聞いております。 

 そこで、２年後に整備されるということなんですけど、 

 もし、この要件、２つ追加するんであれば、来年の４月に施行されるまでに、どういう状態まで、 

これを整備しとくのか。こういったことは、はっきりとさせていただきたい。 

 

 少なくとも、自分の地域にあるかかりつけ医が、どんな医療機関があるのかということが 

分かるぐらいのホームページにしないと、 

 こういう要件を追加しても、実効性がないんじゃないかというふうに思いますので、 

そのへんについての事務局のお考えを、まずお聞きしたいと思います。 

 

 それから、もう１つは、 

追加された院内掲示の内容を書面にして、院内の見えやすい場所に置いておくということ。 

 もし、これを実効性のあるものにするのであれば、 

この文書については、自らの医療機関で作っていただきたいというところであります。 

 院内掲示を書面にしたものを患者が持ち帰る形で見えやすい所に置くということであるんですけど、 

 これを事務的に院内掲示の内容をそのまま文書にして、 

「24 時間、休日も対応しますよ」ということだけを文書にしても、患者には響かないと思います。 

 こんな形で、事務連絡のような形で文書を作っても、患者は持って帰りもしないし、 

興味も示さないと思うので、 

 自らの、医療機関が自らの言葉で、「自分の医療機関は、こんなかかりつけ医機能を持っていますよ」 

ということを言葉で語っていただいて、 

 ある程度、患者にアピールするような形の文書を作っていただきたい。これが最低条件だと思います。 

 この機能強化加算を取ってる所、かかりつけ医機能を持っている所は、地域包括診療加算とか、 

小児かかりつけ診療料とか、あるいは在宅を行っているという、 

 それぞれの特徴を持って、かかりつけ医機能を持っている所なので、みんな一緒ではないと思います。 

 それぞれの医療機関によって、かかりつけ医機能は違ったものだと思っているので、 

自らのかかりつけ医機能というのをちゃんと説明して、それで患者さんに判断してもらう 
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という形をとらないと、単なる院内掲示の説明文書を置いておくだけでは、これは全く意味がない 

と思うので、自らの言葉で作成していただきたいと思います。 

 例えば、患者に語りかけるような形で、 

 「夜間・休日に急病になった場合、容体が悪くなった場合は当該医療機関はこんな対応をしますよ」 

とか、あるいは「医療機関に来ることが困難な場合は訪問診療もできますよ」とか、 

 あるいは「お子さまのさまざまな症状に相談に乗りますよ」とか、 

そういったことを書いていただきたい。 

 

 これからは、たぶん、高齢化が進みますので、 

要介護、介護の方がかかりつけ医を決めることになろうかと思いますので、 

 しかも、この機能強化加算を取っている所は、在総管（在宅時医学総合管理料） 

を取って（お）られる診療所が多いというふうに伺ってます。 

 

 これからは、医療と介護の連携というのが非常に重要になってくる中で、 

 「もし介護が必要になった方には、当該医療機関はこんな対応をいたしますよ」 

 「介護施設を紹介しますよ」とか、「訪問して、介護との連携を行うことができる医療機関です」 

 ということを文書で示せれば、 

これは高齢者にとって非常にありがたい情報になるというふうに思います。 

 

 そういう文書こそ、実効性のある文書となりますので、 

 ただ単なる説明文書ではなくて、自分の医療機関のかかりつけ医機能をアピールするような、 

 そして患者が判断できるような文書を院内の見えやすい所に置くということで着地点にしたい 

と思いますが、 

 この２点目については、事務局も同様な考えでいいかというふうなところについてお伺いしたい 

と思います。 

 以上、ちょっと、２点について、事務局の見解をお伺いします。 

 

 

 

 では医療課長、お願いします。 

 

 

 はい。まず１点目でございます。 

医療情報提供機能につきましては、本年度にかかりつけ医機能について、 
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 それぞれの県のホームページ、情報制度にに追加するようにということで、 

 現在、県によって準備中の所もあれば、もう既に入れているという所もあって、 

 そこの準備状況についてはですね、各医政局のほうも通じてですね、速やかに各都道府県が、 

その機能を検索できるようにしてもらうように申し入れしていきたいというふうに思っています。 

 

 で、2022 年の話はですね、これは各県ではなくて、全国統一のシステムに移行するということで、 

今、検討が進められているということで、 

 現在の状況は、各県がまずあります。そこに、かかりつけ医機能の検索機能、 

これを追加するということが今年度中に求められているという状況でございます。 

 これは速やかに各県が対応できるよう、これを後押しできるよう、 

また担当の部局にしっかり申し入れしていきたいというふうに思っております。 

 

 

 

 それから、第２点目の話でございますけれども、基本的に、かかりつけ医機能、おっしゃることは「患

者さんに分かりやすく」という点をお話しされているところかと思います。 

 

 で、基本的には、実際の地域等によって、いろいろ表現が変わったりするというようなことも 

当然あるかと思います。 

 必ず、その医療機関かどうかというのは、あるんですが、 

 各地域等によって、患者さんにとっては分かりやすい表現が若干変わるというようなこともある 

と思います。当然、「何とか制度」というのが各市町村等によって、 

新たに違う印象になったりというようなこともあると思いますので、 
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 そういう意味で、その地域のそういう医療の状況ですとか、 

それから、その地域における役割という意味がですね、 

 分かりやすいような表現となるようにということは考えております。 

 

 ただ、「必ず医療機関が作らなきゃいけない」というところを求めるということではなくて、 

 患者さんの視点で、患者さんがその地域に住まわれていて、 

 そのかかりつけ医の役割を今は持っているのかということが分かりやすいようにしていただく 

ということは求めたいというふうに思っております。 

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。もう、この機能加算、これまでもいろいろ議論してまいりましたけれども。 

 もともとはやっぱり体制に対する加算だということなので、……で十分だという主張は、 

私ども診療側としては変わっておりません。 

 しかしながら、こういった協議会でも会議でも、やっぱり最終的には、 

まあ、なんて言うんでしょうかね、 

 合意形成を得なければならないなということはありますので、そういった意味では、 

この案に、このとおりに賛成をしたいというふうに思います。 
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 まあ、幸野さん、非常に熱く語っていただきましたけれども、ぜひ、その思いをですね、 

 健保連ニュースとかですね、そういったのを使って、また表現していただいて、 

前の健保連ニュースではですね、拝見しますと、 

事前に説明をしないで強化加算を取ってる医療機関があってけしからんというふうな内容で 

アナウンスしておりましたけども、 

 そういうことではなくて、今、幸野さんが言ったようなことをですね、 

被保険者に分かりやすく伝えていただくように私からもお願いしたいと思いますし、 

 医療機関もできる限り、かかりつけ医普及には頑張ってまいりますので、 

ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

 

 では今村委員、お願いいたします。 

 

 はい。私のほうから、医療機能情報提供制度に関して、ちょっと一言申し上げたいと思っています。 

 これは、国民や患者さんがきちんと医療機関の情報を受け取ることができるという、 

非常に重要な制度というふうに思います。 

 東京の例を挙げていただいて、８割ぐらいということですけども、 

 正直言って、自分のことも考えて、毎年、毎年ですね、これ、入れ直すんですけども、 

 なかなか日常に忙しい中で、入れ忘れたりすることって、確かにあってですね、 

 そうすると、コール・リコールで、必ず東京都のほうから、 

「先生の所は、まだこれ入っていませんから、入れ直してください」って通知が来ると。 

 ある時点で、それが更新されていないということで８割になっているのか、 

 最終的に８割にしかなってないのか、ちょっと私もよく分からないんですけれども、 

 医療機関側とすれば、できるだけきちんと入れていくっていうことが、これは大事っていうのは 

まさしくご指摘のとおりだと思っているところです。 

 ただ、申し上げたいのは、例えばかかりつけ医の機能っていうのは、 

日本医師会と四病協で定義させていただいた、 

 つまり相談に乗るとか、在宅医療をするとかっていうことがあるんですけど、 

それは個々の項目の中に、こう、入ってるんですよね。 

 だから、相談っていうのができるかどうかとか、訪問診療をしているかどうかだとか、 

 そういう項目にチェックを入れていく形になっている。 

 つまり、全体として、かかりつけ医かどうかっていうようなのを入れる所はないと。現状ではですね。 

 その際に、もし「かかりつけ医」というものを入れていくのであれば、 

注意していただかなきゃいけないのは、ここでも申し上げましたけど、 
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診療報酬でかかりつけ医というものを、いわゆる算定できるということと、 

 要件を満たせないけれども、かかりつけ医機能を発揮している医療機関はあるという、 

そこを一緒にしないでいただきたいということなんですよ。 

 これは社会保障審議会の医療部会の中でも、診療報酬の、このかかりつけ医の話と、 

提供体制のかかりつけ医の話を一緒にしないようにっていう意見も出ています。 

 従って、保険局からですね、医政局に、 

このかかりつけ医の、この項目を入れてもらうっていうためにはですね、 

 きちんと診療報酬上の施設要件、算定要件を満たした「かかりつけ医機能を発揮している所」 

ということを明確に書いていただかないと、 

 日本中で本当に１人で頑張っている先生方のかかりつけ医というものを否定することになるので、 

そのことだけはご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、ありがとうございます。 

今の、かかりつけ医機能強化加算見直しについて、今、幸野委員も言いましたけども、 

やっぱり患者がかかりつけ医機能をしっかりと理解し、正しく活用できるように、 

この「書面」という落ち着きになりましたけれども、内容を分かりやすく工夫していただくなり、 
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現場の医療機関において、これは言わずもがなで申し訳ないですけれども、 

丁寧かつ真摯にご対応いただく、これは重ねてお願いしておきたいというふうに思いますけれども。 

 そういうような書面を参考に、われわれ保険者も、それぞれ地域によって、書面内容を参考にして、 

加入者への周知というのも図っていきたいというふうに思ってます。 

 で、今、今村先生からもありましたけれども、 

 今回の改定では、機能強化加算の情報提供に関わる体制面の要件の在り方、 

診療報酬上の在り方についての包括した議論をしてまいりましたけれども、 

 これ、本質的には、患者・国民がかかりつけ医、またかかりつけ機能、 

これを具備した医療機関に対する理解が進んで、かかりつけ医との信頼関係が醸成できて、 

気軽に相談できるという安心感を与えるような医療提供体制、これが構築されて、 

一般的な外来受診はかかりつけ医に相談するということを基本とした受診行動につなげていく。 

 これ、大事なことだろうというふうに思ってます。 

 そういう意味では、日医の先生たちが整理していただいてますけれども、 

 日常的な医学管理と重症化予防。 

 もう１つは専門医療機関との連携。 

 もう１つは、在宅療養支援、介護との連携。 

 こういうような３点のかかりつけ医機能の役割、外来の機能分化、 

 これについて、より分かりやすく明確化し、 

さらに周知啓発する必要があるというふうに考えておりますので、 

 関係各所の審議会等、検討会でいろいろご議論いただいてますけれども、 

 いま一度、やはりかかりつけ医機能の強化、かかりつけの機能と外来機能の分化、 

これについて明確化して再確認をしていくということが必要だろうというふうに思ってますし。 

 今、ありましたように、かかりつけ医機能に対する診療報酬上の対応の在り方、 

 これを患者・国民へ周知・啓蒙していく在り方、 

 これを検討していくことが本来の手順であるんだというふうに考えておりますので、 

 事務局におかれては、次回改定に向けてですね、関係他部局とも連携をしていただいて、 

 かかりつけ医機能、かかりつけ医、その強化、外来機能の分化、このへんを明確にして、 

 さらには診療報酬上、それをどのように評価するか、 

その在り方について検討していただきたいというふうに思います。 

 

 

 ほか、いかがでございましょう。では、幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。まず医療課長がおっしゃられた「ホームページを整備していく」ということについては 

了解いたしました。 
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 特に、かかりつけ医を必要とする高齢者にも分かりやすいように、 

本当に、今村先生、おっしゃったように、 

 「診療報酬上で、こんな加算が取られてますよ」ということを言われても、 

 かかりつけ医なのかどうかっていうのは非常に分かりにくいと思うので、 

 かかりつけ医機能を持っているっていうことが分かるようなホームページ上の設計を 

していただきたくて、 

 機能強化加算を持ってるとか、そういったことをやっても患者には響かないのでですね、 

 そういった設計を、ぜひ検討会のほうではお願いしたいというふうに思います。 

 

 

 

 それから、松本先生ご指摘の医療機関のかかり方や医療費を意識した受療行動というのは、 

まさに保険者の責務でありますので、これは改定後にしっかりとやっていって、 

これから４月以降は、かかりつけ医機能を持った診療所には、 

こういった文書が置かれてるはずですということも、保険者全体で周知してまいりますので、 

それはやっていくつもりであります。 

 

 

ただ、それ、どういった文書が作られるかについては、 

やはり病院の質もやっぱり問われてくるところだと思います。 

 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

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

 

 本当に院内掲示の内容を文書で羅列して終わりっていうふうなところもあるでしょうし、 

 「自分の所は、こんなかかりつけ医機能を持ってて、あなたにとって、こんなメリットがあります」 

というふうなことを丁寧に、高齢者にも分かりやすく、 

 「地域の中で、こんな診療を提供してるんです」というふうな丁寧な説明を行ってることを 

文書にしていただくということをぜひ期待するとともに、 

 患者のほうには、どんな文書が作られてるのかということについても、 

保険者として追跡調査していきたいというふうに思います。以上です。 

 

 

 では、城守委員、お願いいたします。 

 

 はい。ありがとうございます。 

院内掲示をですね、各医療機関の、要するに特色を持ってというお話なんですけども、 

 先ほどから今村先生がおっしゃられた、松本先生もおっしゃられておられたようにですね、 

 これは、あくまで診療報酬上のかかりつけ医機能という、 

その算定要件をですね、明示してるということですので、 

 その要件として、例えば地域包括診療加算とかですね、 

まあ、もう、その要件としては決まってるわけですね。 

 

 ですから、これがあるとか、これがないとかじゃなくて、 

その要件が満たせなければ、そもそもが、地域包括診療加算等が、もう取れないわけですので、 

 全てを満たしているということになると、結局はですね、同じような文書を、 

せめて患者さんに分かりやすく記載をするという、 

 先ほど課長からもお話ございましたように、そういう記載をせざるを得ない。 

 われわれは特にそこで何か、要するに、これが要するに特長ですよとかですね、 

ということっていうのは、 

 逆に言うと、広告の、要するに誘導等のですね、規制にかかる可能性もあるわけですから、 

 そういう意味からも、やはり一定程度、テンプレート的な内容のですね、 

お知らせ的な文章にならざるを得ないというふうに私は思いますけど、いかがですかね。 

 

 

 では、幸野委員、お願いいたします。 
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 先ほども申し上げたんですけれど、これ、算定要件になってます地域包括診療加算とか、 

小児かかりつけ診療料とか、在総管を取ってるっていう要件があって、 

 最も多いのが、在総管を取っている所が、この機能評価加算を取ってる 

というふうなのが多かったというデータが出たと思うんですけど。 

 やはり、それぞれのかかりつけの特徴を持って、 

その医療機関はかかりつけ医としての機能強化加算を取ってるんで、 

 在宅をやってるという所は、やはり、 

 「うちの医療機関は、もし在宅に行った場合は、ちゃんと在宅であなたを診ますよ」 

というふうなことを文書で言っていただくだろうし、 

 小児のかかりつけで取ってる所は、「小児の全人的な診療をしますよ」と、 

「予防医療を含めて診ますよ」「予防接種もしますよ」というふうなことを強調されるでしょうし、 

やはり医療機関によって違うと思うんですよね。 

 ですから、同じフォーマットにはならないと思うので、 

 それぞれの医療機関で自ら特長を示していただきたいというのが、 

いわゆる患者側目線で文書を作っていただきたいということを要望したいと思います。 

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 まあ、繰り返しになりますけども、今、在総管とかですね、地域包括診療加算とか、 

診療料含めてですけども、これは本当に、決して低いハードルではないんですね。 

これ、ちゃんと厚生局に届け出をして、きちんと審査の上で給付されるということになっております。 

 この内容につきましては、非常に多岐にわたっております。 

 

 それを全てですね、１つひとつを分かる形で説明するっていうのはなかなか非常に困難な話であって、 

 これは、やはり先ほど来、申し上げておるとおり、 

厚労省とかですね、そういった所を中心として、 

 まあ、少しずつ、患者さんに説明はしなきゃいけないかと思いますけども、 

その１つひとつの説明は、やはり、これは保険者の責務でもあるわけですし、 

 そこを全部ですね、細かく浸透させるというのは、非常に難しい話かというふうに思います。 

 今回、議論、これ以上、どうかと思いますけれども、私どもとしては、 

 診療側としては、このご提案の内容で了承するという形にさせていただきたいと思います。 
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 では今村委員、お願いいたします。 

 

 ありがとうございます。 

先ほど吉森委員のおっしゃった、その部分、非常に重要だなと思っておりますけれども、 

 それぞれの厚労省の中の局の役割ということで、 

今、医政局のほうでも、まさしく医療機能の機能分化と、かかりつけ医の機能強化と、 

 そのかかりつけ医というものを改めて、日医と四病協との定義とは別にですね、 

もう少し議論を深めようという話もありますので、 

 そういった所で改めて、いろんな話が出てくるのかなと。 

 それを受けた上で、じゃあ、診療報酬上でそういった仕組みはどういうふうにして 

支援をしていくのかっていう、こういう話になっていくと思うので。 

 

 

 

 まあ、議論をちょっとでも、やりとり聞いてると、 

 先に診療報酬のお話が先行して、かかりつけ医というものを広めていくんだということになって、 

 できるだけ日医は、全ての国民にかかりつけ医を持っていただきたいということで 

今までも活動していますので、そういう理念については、まさしく賛同するものですけれども。 

 しかしながら、先ほどのような診療報酬の話が先行するとですね、 
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 ちょっと議論が難しくなってしまうのかなというふうに、正直、思っておりますので、 

 たぶん、そんなに遠くない時期に、 

医政局の中で、そういう議論は既に始めるという話になっておりますので、 

 そういったものを次回の改定でしっかりと、かかりつけ医っていうものがある程度はっきりした、 

 それを診療報酬上で支援をしていただくという方向で議論を進めていただければいいのかな 

というふうに思っております。 

 

 

 では、宮近委員、お願いいたします。 

 

 患者目線からの意見を申し上げたいと思います。 

 やはり、かかりつけ医機能はですね、地域医療体制を確立していく上で必須、 

肝となる機能であると思います。 

 これまでの論議は、加算とリンクして、その要件の問題として取り上げられているわけですけれども、 

 やはり要件の論議をですね、越えて、かかりつけ医機能が着実に発揮されるというか、 

充実されていくように、周知・告知活動を行っていく必要があろうと思います。 

 

 当然、保険者、自治体、国、含めて、かかりつけ医を持つということの重要性について周知していく、 

 そういった地道な活動は必要と思うんですけれども、 

やはり病気になって病院に行ったときのタイミングで周知されるというのは、 

とても意義のあることだろうと思います。 

 

 先日の公聴会で、ある発表者が特定健診に関連して、 

医療機関でお医者さんが一言、口添えしていただけるだけで、 

その効果は、受診率は上がってくるんですというようなニュアンスの話があったと思います。 

 

 やはり、医療機関での周知活動というのは、大変意義があるんだろうと思います。 

 患者サイドとしてはですね、医療機関において、できるだけ丁寧な掲示等、 

 あるいは書面の準備をお願いしてですね、 

 かかりつけ医機能が着実に普及していくように、ぜひお願いしたいと思います。以上でございます。 

 

 

 ありがとうございました。ほか、いかがでございましょう。 

 では島委員、よろしくお願いいたします。 
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 ありがとうございます。幾つか意見と、それから確認をしたいと思います。 

 まず 101 ページの「治療と仕事の両立に向けた支援」ということで、 

 対象の疾患が広がったこと、それから今まで産業医だけが相手だったところに、 

いろんな職種の方たちが情報提供を受ける側に立つということで、 

 現行はあまり算定されていないという状況から、こういうふうに内容が変わると、 

随分、患者さんのためになっていく制度になるんじゃなかろうかと思っておりますので、 

これ、見守っていきたいなというのが意見です。 

 

 それから、129 ページの所の、がんゲノムの所です。施設基準の（４）の所ですけども。 

 

 
 

 これに関しては、がんゲノム医療の中核病院と拠点病院と、 

 そして今ありますけれども、「連携病院」ということでよろしいんでしょうかね。 

これはちょっと確認したいなと。 

 

 それから、170 ページの「児童思春期の精神疾患」のロのところに、 

今回、公認心理師が採用するというか、含まれておりまして。 

 現行、この精神領域でも、専門にしてる先生方も少ないのもありますし、 

 現場の状況を考えると、こういう公認心理師の活用というのが非常に素晴らしい 

というふうに思います。これは、意見でございます。 
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 それから、もう１つ、198 ページの「救急医療管理加算」でございますが。 

 

 

 

 ここにいろいろ、今回は文言を変えたりとかですね、非常に内容が良くなってきてると思いますが、 

 さらにですね、ここのところを充実させていくために、 

データを集積していくということがどうしても必要になってくるだろうと思いますが、 

 それに関してはどうお考えかというところを確認したいなと思います。以上でございます。 
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 では、お願いいたします。 

 

 

 はい。まず、遺伝性乳がん卵巣がん症候群につきましてのご質問でございますけれども、 

ご指摘のとおりで、そういった認識でございます。 

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 はい。救急管理加算の関係でございますけれども、 

 今回の見直しについてはですね、中医協の議論を受けまして、 

 やはり、しっかりとした状態像をつかむために必要なデータを集積していくということが必要だ 

ということで、今回の話をさせていただきます。 

 また、あわせてこれには、今、届出を求めておりませんけれども、 

 この救急管理加算に関しては、届出も併せて求めることによって、 

さらに手厚いデータがしっかり集まるような形をとらせていただきたい 

というふうに考えておるところでございます。 

 

 はい、分かりました。 

 

 

 ほか、いかがでございましょう。では佐保委員、お願いいたします。 

 

 70 ページの「明細書発行の推進」の所でございますが、 

今回、一定の前進があったことについては評価したいというふうに考えております。 
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 しかし、われわれが求めているのは患者への医療情報提供を保障するため、 

 全ての保険医療機関に対し、患者の自己負担の有無を問わず、 

システム改修が必要な場合なども例外なく、明細書の無償発行を義務化することであり、 

 また、全ての医療機関において電子カルテおよびレセプト電算処理システムの導入を推進すべき 

と考えております。 

再度、考え方を述べさせていただきます。以上です。 

 

 

 ほか、では吉森委員、お願いいたします。 

 

 

 207 ページの「歯科外来診療における院内感染防止対策の推進」、これについてなんですけれども。 

 今回、これは新たに施設基準として、 

院内感染防止対策に関わる職員研修を行っていることは追加して、 

 院内の体制を充実ということで点数を上乗せ、見直しということなんだろうと思いますけれども、 

 この 207 ページの（５）の書き方なんですけれども、「職員研修を行っていること」っていうので、 

 果たしてこれで体制充実がされるのかどうかっていうのは、はなはだ、ちょっと心もとないのかな。 
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 細かくて申し訳ないんですけど、 

例えば歯科医師会が実施する研修を受講した歯科医師が実施するとか、 

 研修の実施頻度など、こういうのも要件にすることも考えられると思いますけれども、 

 そうした対応を前提としてこう、お書きになってるのか、そのへん、 

ちょっと書きぶりの背景を教えていただければと思います。 

 

 

 では歯科医療管理官、お願いいたします。 

 

 はい。こちらのほうで今、考えておりますのは、 

年に１回、報告していただくということを考えておりまして、 

 その報告の内容につきましては、詳細は今、検討中という形でございます。 

 

 

 実効性を担保して、 

院内が、体制が充実できるような形に、ぜひしていただきたいというふうに思います。 
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 ほか、いかがでございましょう。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。 

 61 ページの「対物業務から対人業務への転換を進める観点から」評価を見直すという所ですけれども。 

 

 

 

 これ、「かかりつけ薬剤師包括管理料」というのを新設するという話ですけども、 

ここの中で、会話が聞こえないようなパーテーション等で区切られた独立したカウンター、 

隔てられたカウンターを有するなどということになってますけども。 

 これ、どれぐらいの基準というか、何かこう、 

既にもう、何か考えてるものがあるかということを聞きたいのと。 

 これ、聞こえるかどうかとかっていうのって、意外と人によるのかなというふうに思いますし、 

 やっぱり患者にとってはですね、実際に配慮が実感できるようなね、 

そういうものを実現していただきたい。 

そういう施設をね、にしていただきたいというふうに思っております。 

 

 それから、64 ページの「機能強化加算」についてですけど、これは先ほどから議論もありますけど、 

 やはり患者はですね、自分がかかる医療機関が、どんな機能があって、 

自分にとってどんなメリットが期待できるのかっていうのは、 
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 それを理解するということは、やっぱり大切だと思うんですね。 

 これ、やっぱり画一的な文書ではなくてですね、 

やはりこう、医療機関ごとに分かりやすい文章というのを考えていただきたいというふうに思います。 

 かかりつけ医機能で、かかりつけ医機能というか、かかりつけ医に求めることっていうことで、 

 自分の病気の治療という意味で、医療機関を紹介してもらえるとかね、そういうことってあるわけで、 

 それらについて提携している、提携というか、紹介できる医療機関の情報ですとかね、 

 そういうものっていうのは、やっぱりその医療機関によって違うでしょう、当然、違うので、 

 そういった情報などを含めてですね、患者に提供していただけると非常にありがたいな 

というふうに思います。 

 

 それから 70 ページの診療明細書についてですけども、 

 これ、前からずっと言ってきてますけれども、 

診療明細書というのは、やっぱり自分の受けた医療の記録になるわけであって、 

 これっていうのは、「患者の求めに応じて」という受け身なものではなくてですね、 

 本来であれば、ぜひ、これは持ち帰って、捨てずにね、保管してもらいたいと。 

大切な、何か役に立つことがあるかもしれませんよということをきちんと言うように、 

そういう積極性が求められるのではないかなというふうに思います。 

 

 で、また、患者教育の一環としてですね、 

診療明細書の内容というのを理解できるようなね、情報ですね。 

 例えば、ホームページなんかで、診療明細書の文言について解説をするようなものがあって、 

 患者が簡単にね、調べられるような情報提供の体制の整備をしていただきたいというふうに思います。 

 

 
 

 それから、２のほうのですね、２年間の経過期間の間っていう、これ質問ですけど、 

 一部負担金の支払いがない患者からの求めがあった場合というのは、 

これは手書きで提供するということ、発行すると。 

明細書を発行するということで、そういう理解でよろしいでしょうか。 

 で、もう最後ですけども、経過期間についてはですね、 

これ、きっちり守っていただきたいというふうに思います。以上です。 

 

 

 ２点ほど、ご質問がございましたので、じゃあ、まず薬剤管理官からお願いいたします。 
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 はい。間宮委員から、かかりつけ薬剤師指導料についての質問だったかと思います。 

 かかりつけ薬剤師包括管理料というのは、既に設定されている点数でございまして、 

今回、新たにつくるというものではなく、評価を見直すということでございます。 

 

 それと、ご質問の施設基準のですね、プライバシーに配慮することというのが、 

具体的にどういうことなのかということでございますが、 

 実は、この規定につきましてはですね、 

既に地域支援体制加算の要件の中でも用いている考え方でございまして、 

 具体的に、どのようなケースということで通知等でお示ししているかと申しますと、 

 例えば複数のカウンターがある場合にですね、 

その両サイドをですね、パーテーションで区切るようなことですとか、 

 あるいはカウンターと待合室との距離が短い場合ですね、十分な距離を確保することとか、 

 そういったようなことをですね、 

やり取りが聞こえないような形のさまざまな対応が、方法もございますので、 

 そういったことも含めてですね、周知をしているところでございまして、 

 ご指摘を踏まえて、 

改めてそういった点に留意するような形で通知等を発出したいというふうに考えております。 

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 はい。70 ページの明細書発行の点でのご質問でございますけれども、２のほうでございます。 

一部負担金の支払いがない患者に対応した機能がコンピューターのほうにないということですので、 

 たいがいの場合は手書きになるかと思います。 

 

 

 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。 
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 先ほどあった薬局のプライバシーの配慮でありますけれども、 

 当然、診療報酬とか調剤報酬にとらわれずにですね、 

今、薬局ビジョンに従って、薬局の改革をしているところであります。 

 

 そういった中にも、当然、健康サポート薬局も含めてですね、 

 薬局というのは、さまざまな薬を持ってこられる方もいらっしゃいますし、 

 介護の相談であったり、一般用医薬品の相談であったり、 

 さまざまな、やはり患者さんとのやりとりがありますので、 

 そういった観点からもですね、 

昨今はやっぱり情報というのはきちっと管理をしなきゃいけないということもありますし、 

 プライバシーの配慮って、特段、今までよりも強く求められています。 

 

 

 

 機能がたくさんそろえばそろう薬局ほど、 

やはり、そのへんについては十分に留意して進めているということなので、 

 先ほど、別に部屋を用意してあったり、あるいはカウンターを仕切ってあったり、 

あるいはお互いの会話が聞こえないように、なんか音声を出すような装置があります。 

 待合室が、ほかの人から声が漏れないような形の、きちっとした、配慮した、 

そこの薬局の構造でできる範囲の中で、しっかりやっておりますし、 

 ある程度のビジョンに従って、薬局を改革していく中で、やはり中の改装等も含めてですね、 

そういったものをつくっていくというふうに進めていくというふうにご理解いただければと思います。 
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 では間宮委員、お願いいたします。 

 

 さまざまな取組をしていただいているというお話だったんですけど、 

 私の行っているような薬局では、そういうふうな場所があってもですね、 

 そういう対応をしていないような所も結構ありますので、そういう意味では、 

もっと推進できるように関係者の皆さんで進めていっていただけたらというふうに思います。 

以上です。 

 

 

 では有澤委員、お願いいたします。 

 

 はい。せっかくあるのに使わないということですかね、薬局で。 

そういう設備があっても、そういう配慮がされてないということでしょうか？ 

 

 そうじゃなくてですね、もともと狭い所もありますけど、広い所、まあ、なんて言うかな……。 

 例えばですね、これ、実際、行ってる所ですけども、 

 薬局って、わりとこう、いろんな物を、前は売ってましたけど、それを売らなくなって、 

どんどんこう、スペースだけは広くなるんですけど、そういうパーテーションとか仕切りとかね、 

別の部屋とかっていうのは、特に用意されてないなっていうようなところが見えますので、 

 せっかくそういうスペースがあるんだったら、積極的にこう、 

そういう設備をつくるということを推進していっていただきたいという、そういうお願いであります。 

 

 分かりました。薬局の立地だとか面積にもよるんでしょうけども、 

やはり地域住民に、しっかりとした薬局の機能のサービスを提供していくためには、 

そういった構造面からも十分に検討して進めていくっていうことは、 

当然、職能団体としても発信していますので、引き続き、その、判断していきたいと思います。 
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 229 ページまで、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。 
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【質疑後半】 Ⅱ－８～11（Ｐ230～306）、Ⅳ（Ｐ439～482） 

 

 

 

 

 

 では、次のパートに移ってまいりたいと思います。 

 次に、Ⅱ－８、230 ページから、それからⅡ－11、306 ページまで。 

 それに加えまして、Ⅳの 439 ページ以降でございますけれども、このパートに関しまして、 

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。 

 では吉森委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。ちょっと細かい話で大変恐縮なんですけど、 

460 ページ、「超音波検査におけるパルスドプラ加算の評価の見直し」。 
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 これ、議論をしたときに……、 

 

 このパルスドプラ機能というのは「標準的に搭載される（機能）」と、 

こういうふうに書いてますけれども、 

 そういうことであるならば、加算というのは、もう必要ないのではないですか 

というようなことの議論をさせていただいたと思って、 

 特段、反対意見もなかったと思いますし。 

 

 11 月でしたか、業界団体のヒアリングでも、 

方向性は理解していただいているというようなふうに受け止めたんですけれども、 

 今回、加算として「所定点数に加算する」ということで、ポツになってる、 

 これは引き下げだというふうに理解をするんですけれども、 

 この標準的な搭載を加算評価するっていう、ちょっと背景、考え方を教えていただければと思います。 

 

 

 では、お願いいたします。 
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 はい、事務局でございます。ご指摘のパルスドプラにつきまして、ご議論いただいた際、 

また機器業界からのヒアリングの際にですね、 

 その機器としてのドプラ機能が標準化されつつあるという状況があるわけですけれども、 

 臨床の場で、また、その検査の術者が、このドプラ機能を用いてですね、 

検査を行う専門性でありますとか、また労力等は存在するということで、 

 今回、評価を見直すということとさせていただいたと、 

時間がかかるということもあろうかというふうに考えております。 

 

 

 はい、分かりました。 

 

 

 ほか、いかがでございましょう。よろしゅう……、 では、幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。481 ページの「義肢装具の提供に係る評価の見直し」ということで。 

 

 

 

 これも２回ほど議論して、いろいろ議論したんですけれど、 

 なかなか、どういう場合に採型料が算定できるのか、採寸料になるのかというところが、 

明確な算定基準が示されるところまでいかなかったというのが非常に残念なんですが、 
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 これ、本当に医療機関、それから義肢装具業者、保険者の間で、 

 現場レベルで非常に揉めてるというか、解釈が異なっているという事実があって、 

非常に混乱しているという状況があります。 

 で、これ、通知もあまり出されていないというところもあって、これ、要望なんですけど、 

 今回、ちょっと見直しされて、 

481 ページの治療用装具採型法について、体幹装具、四肢装具、 

それから、「その他」っていうふうに区分、分けされたんですけど、 

 

 

 

 また、ここで混乱する要素が１つ追加されたのは「３ その他」ですよね。 

 「その他」が、どういう場合が該当するのかっていうところ。 

 これ、またそれぞれ判断が異なると思いますので、 

 もう算定要件については諦めますが、 

 今、保険者とかが非常に混乱している内容がたくさんありますので、 

 この「その他」の内容も含めて、疑義解釈とか、「Ｑ（＆）Ａ」レベルでも構いませんので、 

 保険者、意見を集約しますので、ぜひ疑義解釈とかＱＡで、 

今の混乱をですね、少しでも静めていくようなものを発出していただきたい 

ということを要望として申し上げます。以上です。 

 

 

 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。 

 

 

 はい。今の義肢装具の関係ですけれども、これは前回の議論のときも申し上げたんですけど、 

この採型・採寸の項目別の明確化っていう意味では、 

ある程度、ちょっと「その他」っていうのはありますけれども、 

していただいたんだとは思いますけれども、 

 やっぱり医療現場において、医師と義肢装具士の役割、在り方の明確化っていうのは、 

やはり踏み込み不足だろうというふうに思ってますんで、 

 そのへんについて、次の改定の議題にして、引き続き、ご検討いただきたいという要望です。 

以上です。 
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 ほか、いかがでございましょう。では半田専門委員、お願いいたします。 

 

 よろしくお願いします。459 ページ。 

 

 超音波の検査ということで、右のほうに改正案の下から３行目に、 

 「医師若しくは臨床検査技師」という記載があるんですけど、 

 私が非常に敬愛する整形外科医は、放射線技師さんと、そういうことを、 

業務をやってる方がいらっしゃるんですけども、 

 こういう書き方だと、放射線技師さんが超音波をやったときは、 

 医者が、ドクターがどこかで全部を記録、書かないといけないということになるんでしょうか？ 

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 はい。その点でございますけれども、診療放射線技師と臨床検査技師との職分の内容についてですね、 

ご指摘いただいたことをですね、踏まえまして、 

 その、それぞれの業務の法がございますので、 

それに照らし合わせた形で少し見直しをさせていただきたいというふうに思っております。 
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 実際の職に合わせた形で、見直しができるようにさせていただく。 

その分については、見直しをさせていただきたいと思います。 

 

 診療放射線技師についても、臨床検査技師と同様のことができると、 

この超音波検査についてはできるという規定があるというふうに聞いておりますので、 

それに従った見直しをしたいと思っております。 

 

 ありがとうございます。 

 

 

 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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答申書の附帯意見案について（その１） 
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【説明】 答申書の附帯意見案について（その１） 

 

 

 

 

 

 次に、「答申書の附帯意見案について（その１）」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。「総－４」をご覧いただきたいと思います。 

 答申書附帯意見ということで、事務局で素案を作成させていただきました。 

 項目 20 でございますけれども、20 項目にわたっておりますので、 

簡単にご説明をさせていただきます。 
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まず１点目、「全般的事項」ということで、 

 先日、吉森委員等々からもお話がありましたけれども、 

「近年、診療報酬体系が複雑化していることを踏まえ、 

患者をはじめとする関係者にとって分かりやすいものとなるよう検討する」ということ。 

 

 それから２つ目でございますが、本年、入りました「働き方改革」の関係でございます。 

 ２番目、 

 医師・医療従事者の働き方改革を推進し、 

地域医療を確保するための取組に係る今回改定での対応について、 

 その効果等を検証・調査するとともに、適切な評価の在り方について引き続き検討すること。 
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 続きまして「入院医療」についてでございます。３と４でございます。 

 

 ３番目。 

 一般病棟入院基本料、療養病棟入院基本料等の入院基本料や、 

 特定集中治療室管理料、地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料等 

の特定入院料に係る、 

 入院患者のより適切な評価指標や測定方法等について、引き続き検討すること。 

 

 ４番目でございますが、 

 救急医療管理加算の見直しの影響を調査・検証し、 

 患者の重症度等に応じた救急医療の適切な評価の在り方について引き続き検討すること。 

 

 それから「ＤＰＣ／ＰＤＰＳ」の関係でございますけれども、 

 ５番目に載せております。 

 急性期の医療の標準化をすすめるため、 

 病院ごとの診療実態を把握するとともに、 

医療資源投入量等の指標とその活用方法について引き続き検討すること。 
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続きまして「かかりつけ機能、精神医療、生活習慣病等」でございます。 

 ６ かかりつけ医機能を有する医療機関との連携の評価の新設等の影響を調査・検証すること。 

 また、かかりつけ医機能を有する医療機関と専門医療機関との機能分化・連携強化 

に資する評価の在り方について引き続き検討すること。 

 

 ７番目。 

 地域における質の高い在宅医療と訪問看護の提供体制の確保に資する評価の在り方について、 

引き続き検討すること。 

 

 ８番目。 

 妊産婦に対する診療の適切な評価について引き続き検討すること。 

 

 ９番目。 

 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価について引き続き検討すること。 

 

 10 番目。 

 依存症に対する管理料等の評価の見直しの影響を調査・検証し、 

 適切な評価の在り方について引き続き検討すること。 

 

 11 番目。 

 オンライン診療料の見直しや、オンライン服薬指導の評価の新設に係る影響を調査・検証し、 

 ＩＣＴを活用した診療や薬学的管理等の評価の在り方について引き続き検討すること。 
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続きまして、医薬品の関係でございます。 

 

 12 番目。 

 重複投薬、ポリファーマシー及び残薬等への対応に関して、影響を調査・検証し、 

引き続き検討すること。 

 

 13、ＡＭＲアクションプランの進捗状況及び抗微生物薬適正使用の手引きの見直し状況等を踏まえ、 

 外来における抗菌薬の処方状況等について把握・分析し、 

 抗菌薬の適正使用のための新たな方策を講ずる等 

 抗菌薬の使用量の更なる削減を推進すること。 

 

 14、病院内における医学的妥当性や経済性の視点も踏まえた処方の取組について、 

 院内における実施体制や実施方法等の実態把握や分析等を進めること。 
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歯科の関係でございます。 

 15、院内感染防止対策に係る初診料・再診料の見直しの影響を把握し、 

 院内感染防止対策の推進に資する評価の在り方について引き続き検討すること。 

 

 16 番目。 

 口腔疾患の長期的な管理を含めた継続的管理の実施状況等を調査・検証するとともに、 

 診診連携及び病診連携の在り方等について引き続き検討すること。 
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 「調剤報酬」についてです。 

 17、調剤基本料、調剤料及び薬学管理料の評価の見直しによる影響や、 

 かかりつけ薬剤師・薬局の取組状況を調査・検証し、 

 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、 

 対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するための調剤報酬の在り方について 

引き続き検討すること。 

 

 「後発医薬品の使用促進」でございますが、 

 18、バイオ後続品を含む後発医薬品使用の更なる推進のために、 

医療機関や薬局における使用状況を調査・検証し、 

 薬価の在り方や診療報酬における更なる使用促進策について引き続き検討すること。 
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 「医療技術の評価」について、19 でございます。 

 医療技術の高度化や専門化に対応して、費用対効果の観点を踏まえつつ、 

 イノベーションの評価等がより適切となるよう引き続き検討すること。 

 

 「その他」といたしまして、20 番目。 

 医療機関と関係機関との連携の下で提供される医療について、 

 その実態に応じた報酬の在り方について引き続き検討すること 

 

 以上でございます。 

 

 

 はい、ありがとうございました。 
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【質疑】 答申書の附帯意見案について（その１） 

 

 

 

 

 

 ただいまの説明につきまして、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。 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、要望でございます。まず 10 の「依存症」としてひとくくりにされてるんですが、 

 これについては、新設されたギャンブル依存症、それからニコチン依存症管理料についての検証、 

 特にニコチンにつきましては、今回新たに情報機器を用いた管理料というのが設定されたんで、 

 これもぜひ検証していただきたいということと。 

  

 

 

 また、新たに管理料２として一連の包括点数が設定されたということで、 

 この状況についてもぜひ検証していただきたいというふうに思います。 
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 それから、最後の 20 ページ目（＝20 番目）は、今ちょっと話題になりましたが、 

医師と義肢装具士との連携ということも含めていただくということで理解したいと思います。 

 

 それと、もう１つは要望なんですが、これも入れていただきたいという要望なんですが、 

 それにつきましては、 

「医療用保湿剤の適正な処方と医薬品の適正な保険給付の在り方について引き続き検討する」 

という文言を追記していただきたいという要望を言わせていただきます。 

 

 平成 30 年度改定の答申の附帯意見書で、「医療用保湿剤の適正な処方」について、 

「引き続き検討」ということが附帯意見として謳われたんですが、 

 今回の改定では、保湿剤を含めたものについては一切議論がなかったというふうに 

理解をしておりますので、ぜひ、これを入れていただきたいというのと。 

 

 あと、この医薬品の保険給付の在り方っていうのは 

平成 28 年度の改定で湿布薬が 70 枚制限されたという結論を得たんですが、 

 それ以降、保湿剤については議論はしたんですけど、定性的な文言に終わったというのがあって、 

 それ以降、「医薬品の適正な保険給付の在り方」というものについて 

中医協の中であまり議論されてないので、 

 これから高齢化に向けて医薬品、高額医薬品がこれから出てくる中で、 

 保険用医薬品の保険給付の在り方については議論していくということが必要だと思いますんで、 

 ぜひ、次回改定に向けての附帯意見として入れていただきたいということを要望いたします。 

これはいかがでしょうか？ 

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 

 

 

 あの、当然、これは附帯意見ということでございますので、 

この場の議論ということになるかと思います。 
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 今回、個別の医薬品……。 

 基本的には、附帯意見全体につきましては、できるだけ個別の項目というよりは、 

 今回課題となったテーマ、 

そして、それを情報収集、検証して次回の改定に向けてというような内容で、 

全体をまとめさせていただいておるところでございます。 

 個別の品目等についてはですね、ちょっと、できれば、そうではなく、 

 検討の方向性として附帯（意見）の中に入れるかどうか、 

 いわゆるその、おっしゃったような医薬品の適正使用として、 

そういうものを入れるかどうかについては、ここの場で議論いただければというふうに思います。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、それであれば個別でなくても結構ですので、 

 「保険用医薬品の適正な保険給付の在り方」という抽象的な表現でもいいので、 

ぜひ入れていただければと思います。 

 

 

 では松本委員。 

 

 

 はい。今のお話ですけれども、まあ、確かに大切な問題かとは思いますけれども、 

 まずここでいきなり議論するのではなくて、やはり社保審とかですね、 

医療保険部会、医療部会とかですね、 

 少しその辺のところは少し、先行して話し合っていただいて進めるのがよろしいかなと思います。 

 それからもう１つ。 

 先ほど保湿剤の話が出ましたけれども、まあ、もしその話をされるんであれば、 

 あの時の発端がですね、健保連からのレセプト抽出した保湿剤の内容から発端があった 

ということでしたよね。そうですよね？ 

 

 まあ、じゃあ、あの資料をまたここにお出ししてやっても結構ですけども、 

 あのレセプトから抽出したデータがいかにずさんなものだったかっていうことが 

かなり明らかにされることになりますけれども、それでもよろしいでしょうか。 
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 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 それは、どの部分をおっしゃってるんでしょうか？ 

 

 

 

 推計に推計を重ねた挙句の数字だったというふうに理解をしておりますので、 

あの数字が妥当であったという証明ができるんでしょうか？ 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。たぶんあの、年齢補正をされてないというご指摘だと思うんですが、 

 それについては、確かに年齢補正をかけておりません。 

健保組合は、確かに若い女性とかが結構多いんで、その部分はしておりませんが、 

 それが誤った数値だというふうには思っておりませんで、 

約 93 億円という数字で表していただいたと思いますんで。 

 確かに精緻な数字ではなかったかと思いますが、 

決して間違った数字、大きく外れた数字ではないと思ってます。 

 

 

 はい。その約 93 億円が何だったというんでしょうか？ もう一度。 

 それが保険適用以外にも使われたという証拠がどこにあるんでしょうか？ 
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 いや……。あの……。 

 単なる皮膚乾燥症で、こういった保湿剤が給付されたということを認めたわけです。 

 

 

 単なる皮膚乾燥症は病気ではないんでしょうか？  そういうお考えでしょうか？ 

 それはあまりにもですね、患者さんに対する失礼な言い方だと思いますよ。 

 透析をされている患者さんとか、放射線障害で苦しんでいる患者さんとか、 

そういったことで苦しんでいる患者さんが世の中にたくさんおられますよ。 

 その発言は非常に私はもう、遺憾に思います！ 

 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 まあ、あの……、  

もう一度議論していただくっていうんであれば、 

健保連としては再度、レセプト分析することは否定いたしません。 
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 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 正直言いまして健保連のですね、一方的なレセプト分析をここに出すこと自体、 

私としては納得いきません。 

 非常に不確かなデータで判断することはできないというふうに思います。 

 従って、附帯意見に書くことも反対いたします。 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。  

 

 

 まあ、実態を申し上げますと、医療機関のほうからですね、あの、私に手紙が届くこともあります。 

 それは保湿剤についてです。 

 それは、医療機関としては必要ないと思ってても 

患者のほうから「先生、出してくれ」ということで非常に困っているというふうな実態もあるんです。 

 だから、全くそういったことが行われてないっていうことはないはずで、 

 そういった現場の声もあるっていうことで健保連はこういった分析をさせていただいた。 

 その数値が正確なものであるかどうかということについては、 

それはこちらも多少反省点はありますが、 

 もう一度議論していただくっていうことであれば、 

レセプト分析をやり直すということは否定いたしません。 

 それと、何も保湿剤だけについて附帯意見に入れてくれということではなくて、 

 そのほか、いろいろ提言も行った湿布薬とか、ほかにも花粉症とか提言しておりますが、 

 こういった公的保険、財政が厳しくなる中で、 

ＯＴＣ類似薬の医療保険、救済が本当に妥当なのかどうかっていうのは、 

 やはりもう検討する時期に来ていると思いますので、 

そういった提案で附帯意見として入れてくれというふうに言ったわけです。 

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 
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 給付と負担という形の大きなテーマであれば、やはり先ほど言ったとおり、 

まず社保審のほうで議論していただくのが筋だと思いますし、 

 まあ、幸野さん、先ほど保湿剤の話で手紙が１つあって、 

 その１名、２名の話の手紙でもって、附帯意見に入れて検証しなければならないんでしょうか？ 

 もし、そういったことがあれば、保険者としてやるべきことはあるんじゃないでしょうか？ 

 それを全て保険制度が悪い、保険給付、 

 給付してるのが悪いからっていう話になるんでしょうか。 

 そういったことがあれば、保険者としてすべきことが私はあると思いますよ！ 

 

  

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 まあ、あの、社保審の医療保険部会とか医療部会で検討するレベルもあろうかと思いますが、 

 中医協でできる、 

 例えば、28 年改定でやった湿布薬の処方制限とか、 

ああいったものは中医協レベルでもできることだと思います。 

 法律を変えなきゃいけない、紹介率（ママ）を変えるとか、 

 そういったものは社保審・医療保険部会で検討すべき事項でありますが、 

 中医協レベルでも、 

こういった適正な給付の在り方というのは検討できることは多々あろうかというふうに思います。 

 それから保険者も、医薬品の適正な処方については十分啓発しておるつもりでございます。 

 

 

 では松本委員、お願いいたします。 

 

 

 では、その啓発の内容を受診前に患者さんにいちいち説明をしてください。 
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 あなたの言っていることは、 

 今までの議論はそういうやり方ですよ！ 

 

 １人ひとりに対して受診前に説明をしてください。 

 ちゃんとした保険の給付の在り方について説明をお願いしたいと思います。 

 

 

 

 では幸野委員、お願いいたします。  

 

 

 まあ、あの、保険者としても当然……、 

 啓発はやっていきます。やり方は……、検討していきたいと思います。 

 

 

 ではまず、患者さんがですね、 

医療保険者の方々がそういった無理な要求をしないように、 

 まず保険者のほうでしっかりと取り組んでから議論を進めていきたいと思います。 

 

 

 

 と……、附帯……、の扱いは、 

この件に関しましては、ご一任いただけますでしょうか。 

 ちょっと、事務局等と相談させていただきましてですね、 

 入れる、入れない、 

 それから、入れるとしたらどういう書きぶりになるか等々、 

 非常に一般的な……、一般的すぎて、もしかしたら……、 

なるかもしれませんし、そうでないのかもしれませんので、 

 そこのところはお任せいただきたいと思います。よろしゅうございますか。 

 

 ほかの点に関しましては、いかがでございましょう。では吉川専門委員、お願いいたします。 
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 はい、ありがとうございます。 

「入院医療」につきまして看護の立場から１点、意見を述べさせていただきます。 

 

 

 

 今回の改定では重症度、医療・看護必要度の項目、また基準、 

そして患者の該当割合が大幅に見直されましたことから、 

 入院基本料における現在の看護職員の配置基準が医療現場の状況に見合っているか、 

 つまり安全性の確保、また効果的・効率的な医療とか看護の提供に見合っているか 

という点につきまして検証調査を行うとともに、 

 引き続き検討するということを、この附帯意見の中に含めていただきたいと思います。 

 

 

 では医療課長、お願いいたします。 
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 はい。基本的にはですね、患者さんへのサービスの提供という視点で、より、 

 その「入院医療」にありますような 

「適切な評価指標や測定方法」ということを検討するということにしておりますので、 

 当然、その中に含まれるというふうに考え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、ほかにご意見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。 

 

 事務局におかれましては、本日の意見を踏まえまして附帯意見の案を修正していただき、 

次回の総会で取りまとめたいと存じます。 

 

 本日の議題は以上でございます。 

 なお次回の日程につきましては、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といたします。どうもご参集ありがとうございました。 

 

 （散会） 
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