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 ありがとうございました。 

 ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。 

 はい、吉森委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 

 資料「総（－１）」の 13 ページ、今回の論点の「新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療に

係る特例的な対応」について、これについては新型コロナが発生する以前から既に医療機関をは

じめ関係各所においては感染予防対策を講じておるというのは前提だったと思いますけれども。 

 

 

 

そのあと、コロナ発生以降ですね、多大なご努力によってさまざまな感染対策が講じられてい

る、そういうふうに認識しております。 
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 その上で、今回の評価については新型コロナ感染症拡大、さらなる拡大を踏まえた追加的な感

染予防、感染対策の徹底、これを評価するということだと理解をしております。 

 

 そうであるならば、その 13 ページ中段以降に記載されていますけれども、「新型コロナウイ

ルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第４版」等に基づいて、いろいろ列挙されております 

項目について、新型コロナに特化した感染対策を十分に講じ、また、そうした対策について大事

なのは患者への周知、説明責任を十分に果たしていることなど、具体的に算定要件として設定す

べきだというふうに思っております。 

 

 患者が安心感を持ち、信頼感を持って受診ができるような、十分に患者が納得・理解できるよ

うな形の算定要件を明確化していただくことが非常に重要ではないか、それがこういう評価に

つながるんではないかっていうふうに思っていますので、そこはよろしく、事務局で算定の明確

化をお願いしたいというふうに思います。 

 

 もう１つ。これは繰り返しの意見っていうか、15 日の持ち回り開催っていうか、20 ページ以

降、14 日持ち回りして 15 日以降発令されていますけれども、小児の外来診療等に関わる評価、

新型コロナ下の回復患者の転院支援に係る評価、これが承認されましたけれども。 
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 そもそも論で申し訳ないんですが、このような案件は本来、総会においてしっかりと議論し、

事務局からの提案内容に対する理解、議論、これを尽くして、われわれの役割を果たすというの

が筋だと思いますけれども、その時間の制約上、それは果たせなかったことについては誠に遺憾

に思っております。 

 

 特に、小児診療に関わる評価については、調剤における追加的な感染対策の具体的内容につい

ては納得いく説明がないままに承認せざるを得なかったというふうに思っておりまして、誠に

残念で遺憾に思っております。 

 

 こういう緊急事態の状況の中で決定をしないといけないっていう経緯に鑑みて、特例的対応

実施にあたっては、この採決の際に提出した意見書にも書かせていただきましたけれども、やは

り感染予防対策の具体的な要件に沿った対応、これを確実に実行していただける、担保できるよ

うな形の要件を明確にしていただくってことが大事だと思っております。 

 

 特に、繰り返しで恐縮ですけれども、調剤について患者と接触する場面が比較的少ないんでは

ないかというふうに考えておりますし、患者本人である子どもさんが来局しないケース、来局し

ないケース等などはあるんではないかと思ってますんで、医科・歯科の臨床現場とは対応が若干

異なるんではないか。小児の患者本人が来局しなかった場合等は算定できないというふうにす

るなど、医科・歯科よりも踏み込んだ形の算定要件の明確化、こういうことを要望しておきたい

というふうに思います。 

 

 今、申し上げましたように、やはり緊急事態って言うか、今の医療現場の状況も踏まえて、や

はり対応策を持ち回り開催、やむを得ずするということは理解はいたしますけれども、ＷＥＢ会

議等を活用すれば緊急の開催でも可能であるというふうに思っておりますので、持ち回り開催

ありきではなくて、やはり診療報酬の基本的な課題の議論については総会の開催可否、これをし

っかりと検討して、極力エビデンスを、基づいた議論が十分に尽くせるような検討時間を確保し

ていただくっていうことが必要であると考えております。 

 

 中医協の、その議論をないがしろにするような進め方、工程、これはあってはならないと考え

ておりますので、事務局におかれては、やはり緊急事態対応についての今回のような案件、なら

びに先ほどの薬価中間年改定の進め方などもそうでございますけれども、どこに課題があるの

か、進め方に問題がなかったのか、真摯に検証していただいて、中医協を含めた政府におけるそ

の意思決定プロセス、中医協の役割、意義、これについて、いま一度、整理、明確化していただ

きたいと、強く要望したいというふうに思います。以上です。 
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 ありがとうございます。 

 はい。松浦委員、お手が挙がっています。お願いします。 

 

 

 ありがとうございます。 

 先ほどですね、吉森委員のほうからお話がありました。若干、中身についてはですね、同じよ

うな話になるかも分かりませんけれども、私のほうからも意見を述べさせていただきたいとい

うふうに思います。 

 

 

 

 このですね、13 ページの所の部分についてですね、「新型コロナウイルス感染症を踏まえた診

療に係る特例的な対応」ということで、緊急性も含めてですね、必要だということについては十

分理解をいたします。 
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 しかしながらですね、あまりにも、前回の持ち回りの時も私のほうからも意見を差し上げまし

たけれども、この中医協の総会の場で、どういうふうな議論をして、どういうものに基づいて結

論を出した上で判断をしたということがですね、この総会の意義だというふうに思っておりま

す。 

 

 それを踏まえずに持ち回りをすることで決定をすることについてはですね、若干疑問に感じ

ております。 

 

 先ほど、吉森委員のほうからも話がありましたけれども、「緊急性」という部分に関しては、

理解を十分するんですけれども、持ち回りではない形で、しっかりとしてですね、エビデンスに

基づいて議論をした上で結論を出していただくというような手続きを事務局のほうにはしっか

りお願いをしておきたいというふうに思います。以上です。 

 

 

 ありがとうございます。 

 幸野委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。同じような議論なんですけど、事務局に、中身に入る前にちょっと見解を聞きたいと思

うんですが。 

 

中医協という会議体がどういう役割を持って、何を議論するかという本質について事務局は

どう捉えているのか、ちょっとお聞かせいただけますか？ 

 

 

 はい、それではお願いします。 

 

 

 はい。今、中医協の在り方につきまして、また、持ち回り開催等をお願いしたというような経

緯につきまして、いくつかご意見を頂いているということで、あわせてお答えをさせていただき

たいと思います。 
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 実際、中医協、通常の運用であれば、政府のほうで改定率が決まり、その改定率に基づいて実

際、その運用をいかにするかということを大臣のほうから諮問を受けて、そのプロセスの中で答

申を返すと。で、その答申を返すプロセスの中でしっかりとエビデンスに基づく議論をしていた

だきまして、当然、厚生労働大臣のほうも中医協の議論を尊重するというような仕組みというふ

うに考えております。 

 

 その一方、今回、コロナ対応でございますけれども、実際、今回は改定率を決めるというよう

なプロセスもなく、実際、緊急的にその場で必要な対応を迅速に行っていくと、必要性があった

というものでございます。 

 

 そういった中で、実際に、また薬価のほうにつきましても、薬価部会のほうではご説明をさせ

ていただいておりますが、予算編成上のプロセスの中で中医協の議論を基に検討させていただ

いて決定していくということを申し上げさせていただいております。 

  

いずれの方法につきましても、通常の改定プロセスとは少し違う。というような中で、委員の

先生方には中医協での議論が少ないのではないか、どういった活用のされ方がされているのか

が不透明というようなご指摘を受けているというふうに思っております。 

 

 われわれ事務局のほうといたしましても、中医協におきましては今までずっと永続的にこの

診療報酬に関する検討というのを、検討・検証というのをやっていただいているという認識でお

ります。 

 

 その中で、今回のコロナ対応、少し、まあ、臨時的というか、運用が、時間、迅速に対応した

いというようなこともあって持ち回りを運用するというようなこともありますけれども、継続

的に議論をしていただきたいということで、われわれとしても可能であれば、こういった総会の

場で議論をしていただくというようなことをお願いをしていきたいというふうには思っており

ます。 

 

 そういった中で今回、緊急性、臨時的にやらなければいけないということで持ち回り開催が発

生したということでご迷惑をかけているということは承知をしておりますので、われわれとい

たしましても、これから中医協の中で検討をいただくというプロセスというのは大事にさせて

いただき、その意見がより尊重されるような形というのを取っていきたいと思っております。 
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 幸野委員、お願いします。 

 

 

 中医協というのは本来、大臣から諮問を受けて、ちゃんとエビデンスに基づいて各号側が議論

をして、合意形成に基づいて答申をするというのが本質であるというのが私の考えなんですが。 

 

 医療課長、今、言われたのは緊急性があるからそれができなかった、異例な対応というふうに

おっしゃったんですが、本来であれば、もうコロナ拡大っていうのは進んでいるんで、政府のほ

うからコロナ拡大期において診療報酬上どう対応するべきなのかという諮問を受けて中医協が

エビデンスに基づいて、それでは医療機関に対してこういう診療報酬上の対応をしたらどうか

というふうなことをしっかりと議論して答申するっていうふうなことが本来ではないかと思う

んですが、時間がないって言ってもコロナ拡大が続いているわけですから、そういう手続きはし

っかりと進めるべきだと思うんですね。 

 

 時間がないと言って、朝、説明されて、ぜんぱん（＝先般？）の小児診療についても政府方針

が先に決まってですね、それであとで理由を付けて、政府方針が決まっているんで、もう反対で

きないわけなんですよね。反対できないものを書面で合意して、14 時までにこの書面にサイン

しろというのはあまりにもこれ、乱暴すぎるんじゃないかというふうに思われます。 

 

 これ、中医協の議論を緊急的とはいえ、形骸化させてることになるんじゃないかというふうに

思います。 

 

 今回、時限措置であったにしても、実質的に初診料や再診料、それから入院基本料という基本

診療料を引き上げるというのは非常に重要な事項。時限措置であっても中医協の本質の議論で

あると思うんですけど、それを先に政府が決めて中医協に後追いで追認するっていうのは、あま

りにもひどいやり方じゃないかと思うんですが、その辺についてはどうお考えですか。 

 

 

はい、医療課長、お願いします。 
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 はい。繰り返しになりますが、実際、われわれとしては中医協での議論というのは大切にした

いというのは申し上げたとおりでございます。 

 

 ただ、今般につきましては、状況にあわせて臨時的な対応を打っていくという、迅速に打って

いくという中での対応で、このような形になったということでご理解いただければと思います。 

 

 

 幸野委員、お願いします。 

 

 

 でも、これは令和３年度４月からの改定なんで、財源さえ決めれば、その点数をどうするかと

いうのはこれからじっくり議論すればできることじゃないですか？ 

 

 

 はい、医療課長、お願いします。 

 

 

 はい。今回の措置につきましては、いわゆる「財源を決めた」というよりも、実際、今、コロ

ナが起きている現場で４月以降、どういった議論がひつ……、どういった手当てが必要かという

ことも含めて、こういった形でお示しをさせていただいているというものでございます。 

 

 これにつきましては、予算編成の過程の中で、そこまで決まったということで、今回はこうい

った対応をさせていただいております。 

 

 ここにつきましては、今、ご指摘ありましたように４月１日からの運用でございますので、こ

こにつきましては、中医協総会でご議論いただけるということで、持ち回りはなく、ここでご議

論をいただいているということで考えております。 
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 はい、幸野委員、お願いします。 

 

 

 いや、回答になってないと思うんですけど、令和３年度の予算を決めるんであれば、その財源

さえ決めておけば、その配分についてはこれから中医協でじっくり議論、エビデンスに基づいて

十分に議論していけばいいと思うんですが、なぜ点数配分まで今日決めなきゃいけないのかっ

ていうことについては非常に疑問に思ってます。 

 

 それと、今回の提案も感染対策というより、明らかに「医療機関の減少補填」というのはもう

見えてとれます。極めて重要な案件にもかかわらず、この点数設計の根拠や、わずか３件の医療

機関の調査のみを行って、こういうことを決めたっていうエビデンスが全くないということに

ついては非常に遺憾に思ってます。 

 

 それから、診療報酬本体の配分をどうするかっていうのは中医協の役割そのものであって、今

回の決定プロセス、先に政府方針が決まって、あとで中医協で追認するっていうのは絶対にあっ

てはならないことだというふうに思います。 

 

 いかにコロナ禍の対応とはいえ、何をやっても許されるというもんじゃないというふうに思

います。 

 

 中医協の本質の在り方を今回、大きく変えてるもんで、絶対納得いかないというふうに思いま

す。 

 

 反対できない結論ありきの議論をこの場でやって何の意味があるのか。その辺について、また

お伺いしたいと思います。 

 

 こういうやり方で決めるんであれば、まあ、９月いっぱいで終わるということなんですけど、

10 月以降の対応もたぶん同じような議論が繰り返されて、補正予算で何億付いたんで 10 月以

降も継続します、というふうなことを中医協が後追いするような形で決まっていくんじゃない

かというふうに思うんですが、そういうふうなやり方は絶対あってはならないというふうに思

います。これはもう、中医協の本質の問題だというふうに思います。 
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 それから、13 ページにありますように、先ほどから意見が出ましたが、感染対策も非常に曖

昧な算定要件になってて、この算定要件が本当になるんであれば各医療機関の対応はバラバラ

になるというふうに思います。 

 

 バラバラな上で、一律に１回当たり５点の診療報酬が付けられるというのは非常に納得いか

ないというふうに思います。 

 

 本当に感染対策を目的とするんであれば、もっと厳格な算定要件をしっかりとこの場で議論

して、みんなが納得した上で点数を付けるということが必要だというふうに思います。 

 

 それから、４月から患者の窓口負担も増えるわけですね。診療報酬改定年でないにもかかわら

ず、自分の医療費、初診料・再診料が多少増えるわけです。これ、何に対して増えたのかという

のは患者も分からないわけです。 

 

ですから、もし自院の言ってる感染対象患者の、患者への説明を十分に行って患者が納得した

上で、「こういう感染対策を行った上でやってるんですよ」というふうなことをちゃんと患者に
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納得させるような仕組みっていうふうなことをつくっていくってことも説明しないと、ただ点

数が 50 円上がりましたよ、入院料が上がりましたよっていうことでは、納得できないというふ

うに思います。 

 

 こういった議論を尽くすことなく政府方針ありきで、今日この場で決着するっていうのは到

底納得いかないものだと思います。 

 

 それに対してどう思われるか、ちょっとご回答いただけますか。 

 

 

 はい、よろしいでしょうか。お願いします。 

 

 

 はい。今のご質問につきましても、また繰り返しになります。 

 

 今般の対策を、というのはあくまでもコロナ対応。その中で、実際、診療の対価として、こう

いったことをする。 

 

患者さんがこのコロナ禍において、より安心して医療を受けれる体制をつくる。 

 

そういった必要性を勘案しまして、こういったご提案、こういった形というのを今日お話しさ

せて（いただいて）いる、というものでございます。 

 

 コロナ対応につきましては、個別、その時、臨時的に迅速に決めていくという中で、少し通常

の中医協の運用とは異なるという形にはなっておりますが、こういった形で検討をせざるを得

ないということも「コロナ」ということでご理解をいただきたいというふうに考えております。 

 

 

 ちょっとすいません。 

間宮委員からお手が挙がってますので、お願いします。 
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 はい、ありがとうございます。 

コロナ対応で緊急にやるっていうことは大事ですし、コロナ対応で緊急な案件については、持

ち回りで総会を開いて決めていくということは、もちろん了承してるっていうのは理解してい

るんですけれども。 

 

今まではね、院内トリアージですとか、救急医療とかね、ＥＣＭＯとか、そういう、あと中等

症とか、そういうその、実際のコロナ患者に対する緊急の対応っていうことでやってきたってい

うふうに思うんですけども。 

 

今回は、小児についてはですね、コロナ患者ではないという場合でも算定できるというよう

な提案で、持ち回りの総会ということになったっていうのは、ちょっと違和感を感じているんで

すね。 

 

 やっぱり、この、私の、私も、このコロナ禍で、患者ですから病院に通ってますけれども、病

院の対応をみ……、病院とかですね、その薬局の対応を見てると、本当にこう、コロナ対応をし

てるのかなっていうのが、こう、疑問に思えるところが多々あるんですね。 

 

例えばですね、その、眼科の診療の時にですね、その待合の所に付き添いの方が１人どころか、

こう、１人の患者に対して２人付くとかですね、そういうようなことがあったりとか、あと、相

変わらず長時間ずっとこう、待ってるとか、同じ場所でずっと待ってるとかですね。 

 

 それから、その、薬局なんかでは顎にね、マスクちゃんとつけないで、顎につけたままこう、

入ってくる患者に対して何も注意もしないというような状況を見てるとですね、 

 

とてもこう、本当の意味でのそのコロナウイルスの感染予防の対策を行っている、行ってくだ

さいということをお願いしているような感じが見えない中で、こういう提案がされて、実際、そ

の持ち回り開催されてしまったということは非常に違和感があるということです。 

 

 保険点数が増加するということは、直接、患者のその負担になるということは、これは当然の

ことでありまして、 

 

それはですね、やっぱり、それには十分な理解と、その納得の上で、まあ、もちろん医療機関

のね、実情もお伝え、実情ですとか、こういうふうに対応してるんですよっていうことをお伝え
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しつつですね、やっぱり受け入れていただくということ、そういう姿勢が欠けていればですね、

やっぱり保険制度全体の信用を失うということにもつながっていくのではないかというふうに

思いますんで、 

 

このあたりはですね、やっぱり十分にこう、議論を尽くすということを実行していくというこ

とが、この中医協の使命なんではないかというふうに思います。以上です。 

 

 

 ありがとうございます。 

 池端委員、お願いします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。池端です。 

 今までの議論、それぞれごもっともなご意見もあるかと思います。私、少し、現場の立場でお

話しさせていただきたいと思います。 

 

まず、12 ページに、たった３医療機関のヒアリングで、というご意見がありましたけれども、

私、日本慢性期医療協会の立場でこの委員、拝命させていただいてると思いますけれども、一方

では県の医師会の会長という立場で、このコロナ対策に対しては陣頭指揮をさせていただきま

した。 

 

特に、福井県の場合は、全国の感染拡大が始まる前に一時、対人口比でナンバーワンになる

ような大きな感染を起こして、医療、逼迫状態がかなり厳しい状態を経験しました。 

 

 その中で、もう、それから半年経って、いろんな経緯はありましたけれども、全ての医療機関、

間違いなく、この対策を行っています。私は県医師会の会長として、それはここで断言させてい

ただきたいと思います。 

 

 そして、それに対して、医師・看護師だけではなくて事務職員、あるいは、それ以外のセラピ

スト、全ての職員が玄関に立ってトリアージに協力したりしていて、本当に頑張ってくれていま

す。 

 

 ところが、この賞与の時期になって、そこに対して報いることができない。むしろ今までより
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も減らさなきゃいけない。もう、職員のモチベーションを保つのがギリギリのところに来ており

ます。 

 

 私は、「なぜ今」と、４月からのやつを「なぜ今」とおっしゃるけど、今、確かに医療従事者、

頑張ってくれ、頑張ってくれって温かい言葉は頂きますが、言葉だけではもう限界に来ている。 

 

 その中で、せめて、じゃあ４月から少し、そういうことを見てあげるよということ、これは私

は応援になると思いますし、職員のモチベーションを上げる意味でも私は大きな一歩だと歓迎

していました。 

 

 いろんなご意見、トリアージ、実証されてない、エビデンスがない、ということをおっしゃい

ますが、これは新型コロナ感染症、今の現状をどう見るかの違いだと思います。 

 

 これは災害です、もう。火事です。ボーボー火が燃えている時にエビデンスがあるから、ない

からって、どうやって火を消すかって、とにかく消せることを全部やろうということをやって、

あとで、それをきちんと検証すればいいので、災害時に「エビデンス、エビデンス」って言って

て、結局、全焼してしまったらどうなるのか。ここまで、今、現場は逼迫しています。 

 

 その現状をぜひご理解ください。その辺が、ちょっと私自身、本当に一番、この中で、現場で

這いつくばっている人間、医療従事者として声を大きくして申し上げたいと思います。その中で

の、本当に、これでも十分とは私は言えないと思いますけど、こういうことを考えていただいた。 

 

今まではコロナをみている患者さんに対する、医療機関に対する支援でしたけども、なぜ、わ

れわれはこれだけやってるのに、全患者にやってるので、コロナをみるかみないかで、これだけ

選別されてしまわなきゃいけないのかっていう声が大きく会員から上がってきておりました。 

 

それくらい、医療現場、これはみる、みないにかかわらず、医療機関が逼迫しているというこ

とをぜひ、ご理解いただいて、せめてこの案だけは通していただきたい。しかも、先ほど薬価専

門部会であったようなことを考えても、せめて、ここと抱き合わせならば、なんとか少し説明、

会員に説明できるかなという気もしております。 

 

そういう意味で、この、せめてもの点数をぜひ決めていただきたいなっていうのは、私は現場

の代表として、ここで言わせていただきたいと思います。ぜひ、ぜひよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 
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 はい。松本委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 いろいろ意見は１号（支払）側から頂きまして、もちろん、ごもっともな部分もあるとは思い

ますけれども。 

 

先ほど、幸野委員から、この要件はですね、もう少し厳格化すべきだと、厳格にすべきだとい

う意見がありましたので、ちょっと、これには明確に反対をさせていただきたいと思います。 

 

 新型コロナウイルスの感染拡大によってですね、医療機関の診療体制は本当に大きな変更を

余儀なくされています。 

 

 診察の際にですね、疑い患者さんも含めてマスク、ゴーグル、手袋、ガウン等の防具が必要に

なっております。 

 

 また、市中感染が多くなってる中で、はっきり申し上げて、どなたが現場に見えてもどなたが

ウイルスを持っているか分からない状況なんです。従って、全ての患者さんを疑い患者さんと見

てわれわれは診察しているんです。そこを、どうぞ分かっていただきたいと思います。 

 

 また、院内感染対策として、アルコール消毒のほか、陰圧装置の設置や、あるいは動線の整理

とかですね、感染廃棄物の厳格な処理について、これまでもより多くの時間、人手、費用を要す

るようになっています。 

 

 また、医療機関もですね、例えば診察時間を早めてなるべく密度を狭めて、何て言うんですか、

少なくして待合室等の密度を狭くしたり、それから、あるいはですね、駐車場で待っていただい

たりとかですね、誘導したりとか、そういった時間も非常に多くの時間を使います。 

 

 さらには、厳しい労働環境の中で働く医療従事者の健康管理も医療提供体制を維持していく

上には大変重要な要素となっています。 

 

 また、研修等も言われておりますけれども、毎日毎日が研修なんです。われわれ、実際の場で
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は。毎日毎日の研修をして職員を鼓舞し、注意をし、やっていかなければ医療機関ももう、生き

残っていけない状況なんです。 ぜひこれをですね、ご理解いただきたいと思います。 

 

基本診療料はその名のとおり、初診もしくは再診の際および入院の際に行われる基本的な診

療行為の費用を一括して評価するものでありますけれども、医療機関としてはその中から療養

環境の提供や医療従事者の確保等に係る費用を捻出しています。 

 

 こうしたことを踏まえれば、今回、基本診療料に含まれるコストは新型コロナウイルスの対応

によって上昇していることへの手当であると考えるべきであると思います。 

 

 従って、現行の基本診療の要件以上に、あえて要件を設ける必要はないと考えます。 

 

 また、医療機関が感染予防対策を講じていることは外形的にも明らかになっていますので、先

ほど申し上げたとおり、これはしっかりとやっていない医療機関は、患者さんは来ていただけま

せん。このことははっきりしておりますので、こういった手当てをすることは患者さんにも十分

ご理解をいただけるのではないかというふうに思います。 

 

 エビデンスにつきましては、先ほど診療側の池端委員からも、池端委員からもお話がありまし

たので、同じ意見として、考えがございます。以上でございます。 

 

 

 ありがとうございます。 

 島委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 いま現在ですね、第３波による感染拡大で、医療提供体制の維持が困難な状況になってきた今

こそですね、医療機関の経営維持というのが喫緊の課題でございまして。 

 

 一番、やっぱり困っているのは、そのコロナの対応をやって一生懸命、頑張っている医師や看

護職がですね、だんだんバーンナウトを起こしてきているというのが非常に問題で、そういった

ところの人員の確保というのが非常に大きな問題になっているのが１点。 
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 それから、いわゆる感染防御の話はですね、もちろん専門の医療機関ですから、一生懸命やっ

ているにもかかわらず、院内に職員とか患者の感染を引き起こしてクラスターとなって、そうい

った形で外来を閉じなくちゃいけないとか、それから病棟、あるフロアーは使えなくなるとか、

そういったことになるとですね、非常に内部の恐怖感とともに経営も非常に厳しくなってくる

んですね。 

 

 ですから、そこのところをですね、徹底的に今、きちんと自分の身を守りながらも、本来であ

れば助けえた患者さんたちを不幸にして失うようなことがないようにということで必死になっ

て現場は頑張っております。 

 

 ですから、今回の、先ほどの薬価専門部会の話もございますが、そういったところをですね、

こういう非常事態の中で、やっぱり、きちんとした財源として確保して、医療機関の健全なる運

営を維持できるような形で、ぜひ、そこをご配慮いただければと思います。以上でございます。 

 

 

 じゃ、城守委員、お願いいたします。 

 

 

 ありがとうございます。 

 先ほどから、さまざまなご意見、出ておりますけれども、今回、この事務局からのご提案に関

して、「そのエビデンスがない」ということに関しては、確かにそのとおりなんですが、 

 

先ほどから２号（診療）側の先生方がおっしゃるようにですね、これは、その状況は日々刻々

と変化していく中においても時間的余裕がないという、この緊急的な状況において何らかの手

立てが必要であろうというところからですね、特例的な対応というふうに考えていただくしか

ないんだろうと私は思います。 

 

 その中において、先ほどからですね、現場において対応してないお話も若干ございましたが、 

その 12 ページにある、この３例とかいうことだけではなくてですね、現場ではですね、医療関

係者自身もですね、感染に晒される危険性も十分にある中で日々ですね、奮闘しているわけです

ね。 
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 その中において感染予防をしないということは、医療人として、ありえません。 

 

ですので、何か、要するに、特殊な事例があるにしてもですね、基本的には各医療機関はしっ

かりとした感染予防対策をして医療をしているという認識をまずしていただきたいと思います。 

 

 その中においてですね、さまざまな、そのコストが追加的に発生するのはこの 12 ページを見

ても明らかですし、先ほどから２号側の先生方のご意見を聞いても明らかだろうと思います。 

 

 それに対してですね、今回この事務局の提案というのは十分に、まあ、十分なものかどうかと

いうことに関しては、まだまだ分からない部分はございますが、やはりですね、しっかりとした

対応はしていただいていると思いますが、 

 

 これは個々のですね、医療機関に対してのコストに対しての手立てという側面はもちろんあ

るわけでございますが、それとともにですね、このコロナの対応、そしてコロナ以外の患者さん

の対応に関しても、全ての医療機関が地域で、地域医療提供体制の連続性として、その取組を行

っているという観点を考えますと、 
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今回の提案はですね、個々の医療機関だけではなくて地域の医療提供体制を手当てをすると

いうためのコストでもあろうというふうに思いますので、私はしっかりと評価をさせていただ

きたいと思いますし、さらなる追加をですね、お願いいたしたいと思います。意見でございます。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 佐保委員、お願いします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 特例的な対応については、現下の新型コロナウイルス下における状況に鑑みれば、やむを得な

いかなと思って理解をしたいと思っております。 

 

 ただ、さっきの薬価の部分もそうでしたけど、中医協の存在なんなんだと。報道で私たちが知

るという状況で、それから協議をしてるって話で、なんかおかしいんじゃないかなというふうに

思っています。 

 

 持ち回りの時もそうでしたけど、やはりきっちり議論をするということが大事ではないかな

と思っています。 

 

 中医協が形骸化してしまってるんじゃないかなというふうに思っていますので、ここら辺は

きちんとやってほしいと思っております。 

 

 医療提供体制を確保するためには、やはりその診療報酬上の対応では限界が来るというふう

に私は思っています。ですので、やはり公費、診療報酬といった財源だけではなくて、公費で支

援をしていくということが必要ではないかと思っております。以上です。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 はい、幸野委員、お願いします。 
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 はい。先ほどから２号（診療）側の先生方から、 

 

現場の状況はよく理解しております。 

 

 私が言っているのは、診療報酬等の手当てを否定しているっていうことじゃありません。診療

報酬上の必要があるんであれば、それはしっかりとやるべきだと思いますが、やり方がおかしい

って、言ってる、ことを言ってるわけです。 

 

今回もそうなんですけど、令和３年度の予算を成立するんであれば、例えば、国費ベースで

300 億円取りますと。 

 

 （と）いうことが決まれば予算は成立するわけで、その 300 億の中で初診料・再診料、入院基

本料をどう配分していくかというのを諮問していただいて中医協の中でエビデンスを出してい

ただいて、どれぐらい費用がかかっているんだと。だったら初診料でこれぐらいの点数を上乗せ

していいじゃないかというふうなことをしっかりと議論して大臣に答申する、そういったプロ

セスを踏んでやるのが中医協の議論の本質じゃないかということで反対するわけです。 

 

点数を付けるということについて私は反対しているわけではないんです。 

 

 医療現場、大変だということも毎日のニュースでよく分かってますし、これは診療報酬上の対

応も必要なんじゃないかっていうのも分かりますが、あまりにもプロセスがおかしいというこ

とです。 

 

なぜ点数が、初診料に５点というのが決まったのか。これを追認しろっていうの、中医協でや

るのか、これがおかしいって言ってるわけなんです。 

 

 しかるべ……、本来の姿であれば、大臣から診療報酬上の対応で国費から 300 億出すので中

医協で配分を議論しろという諮問があって、エビデンスを出してもらって、「本当にこれだけの

コストがかかってるんだ。だったら初診料については５点ぐらい上乗せするのが必要だな」とい

うふうなことをしっかりと議論して答申するというのが本来の在り方なんですが、 

 

 点数ありきで出されて、あとでこれを中医協で追認しろっていうのは、あまりにもおかしいと。

これが今回もう、連続して出てきてるわけですね。 
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薬価に引き続き、小児のことについても今回の件についても同じやり方をされてるわけです。

まさに中医協の議論が形骸化されてるわけです。 

 

そこは、２号（診療）側の先生にも理解していただけると思うんですが。 

 

そこがおかしいって言ってるわけです。 

 

 

 ありがとうございます。 

 はい、松本委員、お願いします。 

 

 

 はい。幸野委員から、この特例の対応につきまして、ご理解を賜ったということについては、

まず感謝したいと思いますし、 

 

今、幸野委員がおっしゃられた「中医協の議論が形骸化している」と、あるいは佐保委員の言

葉にもありましたけども、それにも、そのとおりだと思います。私もそのとおりだと思っており

ます。診療側としてもそのとおりだと思っています。 

 

 また、「エビデンスがない」ということに関しましても現時点でなかなかエビデンスが整うま

で待っていられないという状況の中で、本来は確かに中医協でじっくりと議論をした上で意を

得るということは、これも重要なプロセスだということも私どもも考えております。 

 

 ただ、非常にその、先ほどからいろいろお話をさせていただいているようにですね、現在の医

療提供体制がもう本当にもう逼迫した状況であり、非常時、緊急事態であるということを鑑みて、 

私どもとしましても、そういったプロセスついてはもちろん疑問はありますけれども、まずはで

すね、医療提供体制を崩壊させない対応をまずするということにおいて、私どもは今回の提案に

賛成させていただいたということでございます。 

 

 

 ありがとうございます。 

 はい、では吉森委員、お願いします。 
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 はい、ありがとうございます。 

 先ほどの幸野委員、今の松本委員の話のとおりなんですけど、そもそもですね、私の認識から

言えば、医療現場が大変だ。最近、テレビの報道、病院の中にカメラが入ってってのも日々見て

おりますんで、「いやあ大変で、ご努力なさっている、ご苦労なさってるな」っていうのは、よ

く理解しております。 

 

 今、２号（診療）側の先生たちもおっしゃっているように、医療現場が崩壊の危機。昨日、ま

た東京都は（陽性者数）800 人だとか、こう、言ってますんで、これも当然ながら理解しており

ます。 

 

 そういう流れの中で、国として医療提供体制をどう支えるのか。一方で、われわれ診療報酬を

議論する中医協の中の役割として何をどういうふうにやるのか。 

 

 ここのですね、仕分けっていうか、ここんところが明確でなくってって言うと、非常に国には

失礼になるんですけれども、いわゆる対応策をどういうふうに考えたって、明確に出していただ

いている中で、 

 

先ほど幸野委員が言ってましたように、中医協に「この部分は診療報酬でやるべきだ」と。 

各医療提供機関に対して速やかに配分できる、届けられるような仕組みというのが、この診療報

酬の中にはあるわけですから、 

 

その辺の仕組みを活用して、今の感染予防対策をより厳格化にやる必要があるということで

今回の提案をしているっていうふうに理解をしているんですよね。 

 

 そうすると、この点数が果たして初診・再診で１回５点でいいのかと。50 円ですよ、大丈夫

ですかっていうあたりはしっかりと議論をしないといけない。 

 

 なお、当然ながら先ほどお話がありましたように、予算、枠があるわけで、そん中でどうする

かっていうことも、議論はこの場であるべきだろうと思うんです。 

 

 一方での、皆さんおっしゃってる、医療機関をどういうふうに次のステップへ、日々、いろん

なことを模索していただいて、いろんなゾーニングをしていただいて、こう、やっていただいて
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いるのも理解をしておりますけれども、それに対するコストをどういうふうに国として見てい

くのか。 

 

 その辺をしっかりと仕分けていただいて提示していただかないと、なかなか議論は深まらな

いし、この点数でどうこうっていう話にもならないわけなんで、そこをしっかり事務局含めて厚

労省、国にはお願いしておきたいというふうに思います。 

 

 一方で、じゃあ、こういうことで、診療報酬で評価しようとしたときに、エビデンスがなくて

点数のところがなかなか議論が深まらなくても、やはり最後は診療報酬で、ひいては患者・被保

険者にかかってくるわけなんで、 

 

いわゆる患者が理解、納得できるような対応をしている病院である、信頼関係、安心感、こう

いうものが醸成されるようなところがあれば、そこに対して受診は安心して行けるわけなんで、 

 

受診控えが起きているということも、どう考えるのか、というあたりもしっかりと議論をして

いく必要があるんだろうと思います。以上です。 

 

 

 ありがとうございます。 

 先ほどからお手が挙がっている眞田委員、お願いいたします。 

 

 

 ありがとうございます。 

 今までのご議論にありましたように、今、新型コロナウイルス感染症拡大の状況において感染

対策を強化をするということは、医療機関あるいは医療従事者にとっても重要なことでもあり

ますし、患者の視点からも国民の視点からも非常に重要な点であるということは論を待たない

というふうに思います。 

 

 その中で、あえて患者の、あるいは国民の目線からいくと、明らかにこの点数が上がるってい

うことは負担が増えるということになるわけですから、患者の視点からは、「なぜ増えるのか」

「どういうことがあるから増えるのか」という、やっぱり説明をし、周知をするということは必

要であろうと。 
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「いや、医療機関、大変だからだから、だから上がるんです」ということだけでは、やっぱり

国民の負託に、あるいは信頼に応える中医協の議論の在り方としては、まだ不十分ではないかと

いうふうに思うところであります。 

 

 

 

 

 

 そういった意味で、その患者の皆さまに周知をするということは、その 20 ページの小児の特

例の対応には下の最後のあたりですね、「保護者に説明し、同意を得ること」ということが謳わ

れてあるんですね。 

 

 ところが今回はそうではなくて、ある要件を満たせば上がるということで、その周知をどうす

るのかということがしっかり謳われていないと。 

 

やはり、患者の皆さまに納得を高めていくためには、こういうその具体的な要件を施している

から、強化策を取っているから報酬、費用が上がるんだということを、診療報酬が上がるという

ことをしっかりと説明をしていくという必要があると思いますので。 

 

 もちろん、医療機関側の話だけではなくて、患者の視点からも、ぜひ、そういうその、透明性

なり明確化ということを進めていく必要があるのではないかというふうに思います。 

 

 今回、緊急であるとすれば、しっかりとエビデンスをお持ちながら、あるいは要件を定めなが

ら 10 月の時点までに議論をするということも１つの選択肢であろうかというふうに思います。 

以上になります。 
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 ありがとうございます。ほかに。 

 はい。それでは池端委員、お願いします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 今、ご意見、大変重要な視点だと思います。 

 だからこそ、この初診料・再診料という基本診療料が上がることによって、われわれはしっか

り感染対策をやってますよっていう、こう、明示することになって、 

 

それで逆に利用者側から患者様から、先ほど間宮委員がおっしゃってることがもし万が一あ

れば、「おかしいじゃないか」って言われたら、そこはきちんと正さなきゃいけない。 

 

 そういう、いい関係が、緊張が保たれていることによって地域の感染レベルが上がる、感染対

策レベルが上がることが、これの二次的な目標になると思いますので、ぜひ、その辺は医療側も

しっかり肝に銘じて、この加算をぜひ受けたいと思っております。以上です。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 今村委員、お願いします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

今まで、１号側・２号側ががさまざまな意見を言わせていただいて、それぞれ、もっともだな

あと思うことも多数ありますし。 

 

特に、「中医協の議論をもう少し軽視しないでしっかりやっていただきたい」というのは、

そのとおりだと私も思ってます。 

 

 ２点だけ、ちょっと申し上げたいことがあるんですけれども、まず１点はそのエビデンスです

ね。 
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例えば、今回のこの 50 点（＝円）って、「どういうエビデンスに基づいて」っていう議論をす

べきだってお話、ありますけれども。 

 

 

 

 

もともと、その診療報酬の、いわゆる適正か適正でないかっていうのを見ていると、積み上げ

ているわけではなくて。 

 

 例えば、今回のコロナに関しても、例えば、廃棄物がどれぐらい費用が増えているかとか、感

染防具のための費用がどれぐらいかかっているかとか、朝、職員に早くいつもより 30 分早く来

て全部院内をアルコール消毒するというようなことの人件費がいくらだとかですね、そういう

ことを積み上げて診療報酬っていうのは今まで決まってないんじゃないんでしょうか。 

 

 結局、医療経済実態調査を見て、この医療機関の経営がこれで成り立っているか成り立ってい

ないかみたいなざっくりとした形の中でですね、それぞれの項目を点数付けて、いわゆる経営が

成り立っているのかどうかっていうことを見ていくっていう、そういう決め方を今までしてい

るわけですね。 
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 だからこれ、今回に限ってですね、こういうことにエビデンスを積み上げて、この価格が適正

かどうかっていうようなことを議論するって、そんな時間もないわけですし、 

 

 もし、そういうことをするんだったら徹底的に診療報酬っていうものの在り方ってものをで

すね、全部、本当に現場がどれだけコストがかかっているかっていうことを積み上げていくって

いうことをやっていかない限り駄目だと。これ、極めて根本的な問題だと思っています。 

 

 それからもう１点。先ほどから患者さんに対する説明責任、透明性って、確かにこれは非常に

重要なことですけれども、 

 

 今回のこの提案っていうのは薬価の、ある意味、切り下げの部分とのセットになっているって

のが実態だと思ってます。議論としては別にしてますけど。 

 

 従って、患者さんはですね、院内で薬を渡して出してますけど、いわゆる診療報酬の部分は増

えますけれども、薬価の部分で大きく下がるんで、患者さんの負担っていうのは減ってるんです

よね。これは財源的に見ればそういうことになるわけで。 

 

要するに、上がるほうだけ丁寧に説明をして、患者さんの負担が減ってるっていうことは別に

説明しないということになるわけです。 

 

 従ってですね、もちろん一定程度の説明も必要ですし、そういうことが分かるように明細書を

発行したりして、何がどういう金額になっているかっていうことが分かるようになってる。 

 

で、患者さんが「いや、どうして先生これ、上がってるんですか？」って言われれば、われわ

れ、答える義務があるわけですね。 

 

 だから、それをあらかじめ、何か、「この値上げした部分についてのみ詳しく説明すべきだ」

って言われると、それじゃあ、「その残りの減ってる部分はどうするんですか」っていうことも

当然起こるわけです。 

 

 だから、そこはもうバランスをしっかり見ていただいて、そのための仕組みとして明細書があ

るというふうに私は理解しています。 
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 それから、感染対策については、これ、全ての医療機関ではありませんけれども、医師会が「（み

んなで）安心マーク」というのをポスターを貼らせていただいて、それはただ安心だと言ってい

ることじゃなくて、１つひとつの、ここに書かれているような感染をうちの医療機関はしっかり

やっています、というチェックリストを掲げた上で患者さんに明示をして、この医療機関はしっ

かりと安心して受診していただけるということを明示している、既にしているわけですね。 

 

だから、われわれとすれば、できるだけ多くの医療機関にしっかりこれを明示していただくっ

ていうことを働きかけたいとは思いますけれども、しっかりとした感染対策はやってるってい

うことはご理解いただきたいというふうに思います。以上です。 

 

 

 ありがとうございます。 

 それでは田村専門委員から、お手が挙がっています。お願いします。 

 

 ありがとうございます。 

 歯科の立場から、先ほどの林委員のお話に重複する部分もございますが、一言ご説明させてい

ただきたいと思います。 

 

 受診控えのお話もございましたけれども、これは３月のニューヨーク・タイムズで、歯科の感

染リスクが高いという報道がされたことも受けて、そういったことが影響してきたかと思いま

す。 

 

 その中でも、各歯科医院ではですね、感染対策について院内掲示や口頭での説明により患者さ

んへの説明を尽くしてきております。 

 

 歯科の現場におきましても医科や看護と同様に標準予防策を実施していることに加え、予約

の調整や院内各所の消毒、スタッフへの新型コロナ対策の徹底に関する研修等、最大限の努力を

行ってきております。 

 

 歯科診療においては患者さんとの距離も近く、飛沫も受けやすい感染リスクの高い環境にあ

ります。 
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 一方、小児のみならず外来でも訪問診療においても認知症や寝たきりの高齢者、また医療的ケ

ア児、障害児者といった感染した場合に重症化するリスクの高い患者さんも口腔健康管理の必

要性から多く診療しております。 

 

 さらには、訪問診療の場におきましては、患者宅に感染リスクを持ち込まず、必要な医療を継

続して提供をするために大変な努力をしている実態があります。 

 

 自分たちが媒介となり患者さんに感染させるのではないかという恐怖を感じながら日々診療

を行っている。そうしてはならないという気持ちで万全を期して診療している状況となってい

ます。 

  

 いま一層な配慮が必要となっておりますことをご理解いただきたく、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

 ありがとうございます。ほかにご意見、よろしいでしょうか。 

 

 はい。よろしいでしょうか。 
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はい、それでは、ほかにご意見ないようでしたら、会長の私から本件につきまして一言申し上

げさせていただきます。 

 

 これまで１号側、それから２号側から活発にご議論をいただきました。 

今回の問題は、コロナ対応っていう緊急性、それから診療報酬の基本的な問題とが重なり合っ

ているという非常に重要な問題でございます。 

 

 そうした中で、今日のように、きょうのように活発にご議論をいただくということは、中医協

といたしまして、その機能を発揮しているというふうに受け止めております。 

 

 各サイドの委員の方々に深く敬意を表します。 

 

 今日の議論を振り返ってみますと、１号（支払）側の委員の方々からはですね、中医協として 

エビデンスに基づいた議論が十分でないと。それから、各サイドがですね、議論を積み上げて合

意形成してから大臣に答申するという、通常の中医協のプロセスが踏まれていない、そういうご

意見を頂きました。 

 

 そういうご意見につきましては、会長といたしましても深く理解をしているところでござい

ます。 

 

 一方、２号（診療）側の委員からはですね、コロナ対応、非常に緊急性がある、緊急を要する。

しかも感染が拡大している現状の下では患者さんを懸命に支えていく中で、コロナ対応は医療

従事者の支援にとって非常に重要です。それから、医療機関経営、ひいては医療供給体制の存続

に関わる問題であるというご指摘も頂きました。 

 

このご意見につきましても、非常に深く理解できるというところでございます。 
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 一方、国といたしましては予算編成過程の中で国民のための施策を検討し、大臣合意が得られ

たということでございます。 

 

 政府の方針が決まっているということではございますけれども、問題の緊急性を考えると、こ

れも致し方ないことではないかというふうに受け止めております。 

 

 こうした状況を踏まえて、公益委員あるいは中医協の会長といたしまして一言申し上げます。 

 

 この件は、薬価改定の議論においても同様ではございますけれども、今後、エビデンスに基づ

いて、それぞれのサイドが公開の場で議論を尽くすという中医協の本来の在り方、審議の在り方

について、いま一度、厚生労働省の皆さまにはよく認識をしていただきたいと思います。 

 

 これは、この点につきましては、会長として強く要望いたします。 

 

 その上で、今回の件の、来年 10 月以降の対応も含めまして、これまで実施した全てのコロナ

の診療報酬対応について、中医協としてしっかりエビデンスを集め、検証し、早めに審議を開始

する、ということといたします。 

 

 それと同時に、必要な感染対策が得られた医療機関や薬局において今回の加算を算定すると

いうことで、今回は事務局の提案に対してご理解をいただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

 よろしいでしょうか。はい。 

はい、幸野委員から、ご意見があるようです。お願いします。 

 

 

 はい、会長、ありがとうございました。 

 今の会長の発言、重く受け止めたいと思います。 

 通常の中医協としての機能が果たされていないという会長の見解が示されたことは非常に大

きいと思います。 

 

 それから、中医協の本来機能であります、各側が公開の場で議論を尽くすという中医協の審議

の在り方について厚労省について再認識してもらいたいという会長のお言葉を事務局も重く受

け止めていただきたいと思います。 
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 そういったことを踏まえて、今後、こういった点数が出てくるということは、ないということ

を前提に今回の件については了承したいと思います。 

 

 それから、会長もご指摘ありましたように、今回、コロナ禍とはいえ、いろいろな特例的な対

応が出たものについては、いつかの時期で一定度の検証をして、それを継続すべきなのか、落ち

着いたらもう解除すべきなのかということについては、いつかの時点でやっていただくという

ことをお約束いただきたいと思います。 

 

そういったことを前提に、私は了承したいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

 

 ありがとうございます。 

今回の件につきましては、中医協の議論の在り方について、いろいろご意見がございました。

これにつきまして、公益委員の方からコメント、ご意見ありますでしょうか。 

じゃ、関委員、お願いいたします。 

 

 

 中医協の在り方そのものに関係することについて意見を述べさせてください。 

 本来、中医協は大臣からの諮問を受けて審議し、答申する協議会であり、そのような過程を踏

むことで世界に誇る国民皆医療保険制度が維持されていると考えております。 

 

 コロナ禍という特殊事情があるとはいえ、１号側・２号側・公益とが審議を尽くし、その上で

答申するという過程を十分に踏まえていない今回の対応は残念に思っております。 

 

 コロナ対応で闘っていらっしゃる医療など、現場の方々のご努力に応えるためにも、この場で

しっかりとした議論を迅速に行い、答申できればと思います。 

 

 政府は中医協による審議と答申の重要性を改めて認識し、今後は進めていただければと願っ

ております。以上です。 
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 ありがとうございます。ほかに。 

 中村委員、お願いします。 

 

 今回、薬価専門部会で、また総会でもエビデンスに基づく議論が十分かどうかというご指摘が

あったのかと思います。 

  

 ただ、エビデンスと言っても、やっぱり事前の準備、あるいは仕組み、態勢がないと、なかな

か急にデータを出すことが難しい場合もあるかと思います。 

 

 また、急にデータを集めるとなっても、なかなか現場に過度な負担を押し付けかねないという

ような問題も指摘されたと思います。 

 

 危機管理においては、その予防管理が非常に重要だというご指摘もあると思いますので、こう

いったその中医協の議論に、どういったデータがこう、真の議論に必要なのかということも踏ま

え、 

 

また、適切なタイミングでデータを出せるよう、こう、前広に準備、ならびに、その仕組み、

態勢を整えることが非常に重要なのかなというふうに思っています。 

 

そういったことを今後、こういった場でも議論ができたらと思っていますので、ぜひ検討のほ

うをよろしくお願いしたいと思います。 

 

 

 はい、ありがとうございます。松本委員、お願いします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 先ほどの会長のご提案でございますけれども、２号側として了解したいと思います。 

 ありがとうございます。 
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 ありがとうございます。 

 いろいろご議論いただきましたが、今回、事務局から説明のあった件につきましては、中医協

として承認したいと思います。 

 

 よろしくお願いいたします。 
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