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 それでは、ただいまの説明を踏まえ、次回調査についてご審議いただきたいと思います。 

 ご意見がありましたら、どうぞ。 

 今村委員、どうぞ。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

事務局からの資料の５ページの中にですね、 
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令和元年度と令和２年度の損益状況を比較しても、今般の新型コロナウイルス感染症の影響

は非常に大きいのでですね、令和２年度の診療報酬改定の影響を把握することが難しいと、そう

いったことで比較的影響が少ない月を選んで単月調査するというご提案、この対応案に書かれ

ております。 

 

 しかしながらですね、どの月を選んでもですね、新型コロナウイルス感染症の影響をですね、

これ、無視することはもうほとんどできないと、そういう状況にあります。 

 

 従いまして、単月調査を実施してもですね、その結果から令和２年度の改定の影響を分析する

ことは、相当に困難なのではないかというふうに考えております。 

 

 もう１点。今回の事務局の大きな、その２つのご提案の中でですね、回答率をどうやって向上

させるかという、そういったことも審議するということになっておりますけれども。 

 

 

 

11 ページ、12 ページを、先ほどお示ししていただいたようにですね、 

非回答の理由っていうのは、業務多忙である。 

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


 

 

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

 

39 

 

 

 

あるいは、回答した方の中ではですね、多忙な中での回答は大変負担であるというような回答

が多数見られております。 

 

 従って、従来のですね、医療経済実態調査に加わることに、またさらに上乗せをして単月調査

をするということがですね、非常に現場の負担を増やすということになってですね、このコロナ

禍の中で回答率がさらに悪くなるのではないかというふうに感じているところです。 

 

 そういったその意味でですね、今回の医療経済実態調査、令和２年度の改定の影響を把握する

ことがもう大きな目的でもありますけれども、 

 

一方、その新型コロナウイルス感染症が医療機関の経営に与えた影響の調査も見たいという

ことでですね、その時点でのですね、単なる医療機関の経営実態状態を把握するための実施なの

かどうかという、調査の目的をですね、どのように捉えるかによってですね、相当にですね、調

査項目の見直しの内容も変わるというふうに考えておりますけれども、この辺につきまして事

務局のお考えをちょっと教えていただければと思います。 

 

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


 

 

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

 

40 

 

 

 お願いします。 

 

 

 はい。保険医療企画調査室長でございます。 

 医療経済実態調査は、次期診療報酬改定の議論をする際の、議論時において医療機関の足元の

経営状況の、状況、その推移を把握することを主たる目的としております。 

 

 ちなみに、通常の年度でありましたら、診療報酬改定の前後２年度の経営状況を把握すること

で次期診療報酬改定議論時の経営状況だけでなくて、診療報酬改定の影響もあわせて把握でき

ることになってまいりました。 

 

 ただ、今回のそのコロナウイルスの影響が強い中で、おっしゃるとおり、診療報酬改定の影響

というものを把握するというのは非常に難しいというものは、そうかもしれないというふうに

思っておりますが、 

 

 今年末からの次期診療報酬改定の議論が本格化した時に、その時の医療機関・薬局の経営状況

を把握したい、そこと比較できるデータというものを取りたいということで単月調査というも

のを提案させていただいたということであります。 

 

 

 今村委員、いかがでしょうか。 

 

 

 繰り返しになりますけど、この６月なのか、それより前なのかっていうことですけれども、比

較的、そのコロナの影響が少ないっていうようなご提案なんですけれどもですね、現在の状況を

見ますと、全くその予測ができない中ですし、 

また、そのコロナの影響っていうのは多かれ少なかれ相当にその現場の医療機関に出ている

ことは間違いないので、それをですね、その過去の２年のデータと比較してと言ってもですね、

解釈が非常に難しくなる。 
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要するに、データはあるんだけれども、その解釈自体がですね、きちんとできるのかっていう、

そういう問題もございますので、この単月の調査についてはですね、少しお考えをいただいたほ

うがよいのではないかなあというふうに感じております。 

 

 

 はい。ほかに、ご意見ありますでしょうか。 

はい、池端委員、お願いします。 

 

 

 はい。ありがとうございます。慢性期医療協会の池端です。 

 私も今村委員と同じような意見ですけれども、この単月調査ということの大変さというのは、

収入はある程度は把握できるにしても、支出を、じゃあ、単月にどう按分するかという作業が付

いて回ってくると思います。 

 

 それともう１点は、コロナの影響をなるべく除いた前回の診療報酬改定の影響を見たいとい

う意味での単月調査ということですが。 

 

 このコロナの状況って、地域差が非常に大きいと思います。この地域差はおそらく今年６月の

段階でもある程度の差は付いて回ると思いますので、その地域差をどう、じゃあ、それを読み込

むかっていうこと。 

 

 それから、コロナを受けている病院と受けていない病院の差をどう見るかということ。 

 

そうやって細かく要素を鑑みながら解釈しなきゃいけないとなると、回答率が相当増えない

と意味ある調査にはならないんじゃないかと思います。 

 

一方で、先ほど今村委員もおっしゃったように、業務多忙。特に、調査内容がさらに複雑にな

るということに対して、それをしっかり書き込める、回答率が上がるとは到底、思えないし、 

 

書ける医療機関は、逆に言うと、非常に安定している所だけになってしまうというようなバイ

アスもかかる可能性もありますし、 
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そういういろんな要素を考えると、本当に、調査すること自体を全面的に反対するものではあ

りませんが、かなりの負担になってしまって、しかもその得た情報の、調査結果がなかなか解釈

が難しくなるんではないかということを危惧していますが、それについて何かお考えがあった

ら、お聞かせいただければと思います。 

 

 

 事務局、回答をお願いします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 単月調査が比較、まず、したい対象なんですけれども、例えば、令和３年６月を取った場合に、

下火になっていたとして、令和３年６月を取った場合に、一番比較したいのは次期診療報酬改定

を行っている、議論している時の医療機関の、薬局の経済実態、これを推測できるデータという

ものが取りたいということであります。 

 

 先生方おっしゃるとおり、どんなに新型コロナウイルス感染症の流行が下火となっても、その

新型コロナウイルス感染症の影響を完全に払拭するというのは困難だというふうには理解して

おります。 

 

 ただ、同じく、例えば、年末の次期診療報酬改定の議論時におきましても、仮に新規の患者が

いなくても、コロナウイルスの影響を、というものが経営実態には反映されていると思います。 

 

 そういった意味でありまして、新型コロナウイルス感染症の流行が下火となって、毎月調査を

行うことができる状態であっても、新型コロナウイルス感染症の影響は完全に払拭することは

難しいとは思いますが、 

 その単月調査の結果で、同じく新型コロナウイルス感染症の影響を完全には払拭できていな

いであろう次期診療報酬改定時の経営実態に最も近い状況を把握できるのではないだろうかと

考えまして、単月調査を加えて実施することを提案させていただきました。 

 

 ですので、可能であれば、単月調査をすることの準備を事務局のほうではさせていただきまし

て、実際に単月調査をする、しないというのは、この１月、２月に判断する必要はまるでありま

せん。 
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 準備だけをさせていただければ、春過ぎの段階で、その新型コロナウイルスの状況を見て、実

際に調査ができるのかどうかといったことを改めて、この場でご判断いただくということでも

可能ですので、 

 

事務局で、「単月調査もできる準備を整えること」について、お諮りしたいというふうに考え

ております。 

 

 

 池端委員、よろしいでしょうか。 

 

 

 はい。理解しました。 

 

 

 はい。それでは、先に城守委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 今、池端委員のご質問に少しかぶるところもあるんですが、今のやりとりの中で、事務局から

ですね、今回、提案をされた単月の調査の追加という目的がですね、その時点において、「医療

機関の経営状況を把握する」ということが目的であるというご説明であったと思います。 

 

 ということはですね、先ほどから議論になっておりますように、今回ですね、本来であれば、

この実調は「診療報酬改定の影響を見る」ということも目的の大きな１つなわけですが、 

 

それにコロナの影響がですね、どれぐらい加わったかということは、定量的にですね、定量化

して見るということは、まず不可能であろうということを考えますと、「医療機関経営の把握」

という理解というふうにさせていただきました。 

 

 そういう中において、何点か意見と、そして要望をお願いしたいと思います。 
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 まず１点目ですが、例年の実調がですね、そうであるように、決算期、例えば３月決算の医療

機関ないしはですね、４月の決算期と、決算期が異なることによって、改定ないしはコロナの受

ける影響のですね、割合というものが大きく変わるということがございます。 

 

 ですので、今回ですね、そのことに留意をしていただいて、決算期の分布を確認しつつですね、

進めると。そして、公表時にも、その都度ですね、都度、その旨を確認していただきたいという

ふうに思います。これも要望でございます。 

 

 そして、先ほどから問題になっております単月決算に関してですが、その単月決算に関しては、

本当に通年であればですね、年度決算であれば、ほぼ決算書の転記でいけるわけですが、単月に

なると、先ほどからお話が出てるように、収入もそうなんですが、特に、要するに費用案分とい

うものが極めて作業が難しい、困難になります。行うとしたら、補助金収入も 12 分の１にする

とかですね、さまざまなことがございます。 

 

 ですので、この単月報告というものを一応、体裁として、事務局として入れるというのであれ

ばですね、可能な限り、この要するに仕様をですね、簡素化していただくということが必要にな

ると思いますし、そうでなければ有効回答率もですね、先ほどからお話が出てるように、また、

さらに下がるという可能性もございますので、簡素化だけは、しっかりとしていただきたいとい

うふうに思います。 

 

 もう１点、資料にもございました、４ページにもございますコロナ関係の補助金についてとい

うことですが、この補助金に関しましては、どのタイミングで計上するのかっていうのは医療機

関によってまちまちということは通例でございまして。 

 

交付金決定をした時か、ないしは入金時か、いわゆる発生主義か入金主義、現金主義かという

ことになろうかと思います。 

 

で、診療所の場合ですね、入金主義、現金主義ということになることが多いと思いますが、ご

案内のようにですね、現在、令和２年度の補助金として交付されているものの執行率というもの

は 40％にも、まだ満たないという状況で、極めて遅れているというところがございます。 
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 ですので、そういうことを考えますとですね、地域医療絡みの補助金等もございますので、他

の補助金とのですね、整理をしっかりしていただいて、あくまで保険診療収入においての影響が

どれぐらいになってるのかということが見やすいという形の体裁にして、整理をしていただき

たいと思います。私のほうからは、以上です。 

 

 

 はい、ありがとうございます。ご要望ということで。はい。 

 どうぞ、事務局、お願いします。 

 

 

 ありがとうございます。 

 まず、決算期の分布について、ご指摘をいただきました。決算月の違いについては、従来から

ご指摘いただいておりますが、今回は特に、新型コロナウイルス感染症の影響というものがあり

ますので、従来より慎重に扱う必要があると考えております。 
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 例えばなんですけども、実調ではですね、令和３年３月末までに終了する直近２事業年度、こ

れは主体ごとによって期間が変わるわけでありますけれども、ここを対象としてくださいとい

う調査になっています。 

 

 で、年度の決算であれば問題ないわけでありますが、例えば５月決算ですと、３年３月末まで

に終了する直近２事業年度というのが、令和元年６月から２年５月、平成 30 年６月から元年５

月ということで、直近でも２年５月になってしまっています。 

 

 そうしますと、コロナ影響は最後の数カ月しか影響がないということになりますので、今回、

コロナ影響が非常に大きいという中で、事業年度がどの範囲なのかといったことは、より慎重に

扱わないといけないと思っております。 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響が過小に評価されることのないように、決算期の分布を踏

まえた公表の仕方、例えば年度決算のみを分けて公表してみると、こういったことも検討してま

いりたいと思っております。 

 

 また、単月調査のお話、改めてご指摘をいただいております。過去、平成 23 年までは、医療

経済実態調査も単月で実施されておりましたが、その際にも、単月調査というものはデータの正

確性に限界があるというご議論をいただいて、年度のほうに移ってきたという経緯もございま

す。 

 

限界のあるデータであるということは認識してはおりますが、限られた条件の中で何が取れ

るのかということで、提案をさせていただきたいと思います。 

 

 ですので、どういった簡素化ができて、どういった調査票になりそうだといったこともお示し

しながら、その調査票で、春先でのコロナの状況も踏まえて、この調査票で、このコロナの影響、

状況であれば調査ができるのか、できないのかといったことを改めてお諮りしたいというふう

に思っています。 

 

そのため、もう少し、議論を続けさせていただければというふうに考えております。 

 

 ３点目で、補助金についてのご指摘いただきました。医療経済実態調査につきましては、従前

より収益は発生主義で記入してもらっていますので、補助金についても発生主義で記載してい

ただくことを考えてはおります。 
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また、他の補助金との関係では、新型コロナウイルス感染症関連の補助金という項目を設けた

いと思っておりますので、例えば地域医療構想などの補助金とは分けて把握する設計というこ

とを考えております。以上であります。 

 

 

 城守委員、よろしいでしょうか。 

 

 

 はい。正確なご返答、ありがとうございます。 

そのあたりですね、しっかりとお願いしたいと思います。 

 

 あと、単月調査をするかしないかということに関して、比較的、影響が少ない月を選んでとい

うお話ですが、 

 

この、影響が多い、少ないというのもですね、どういう基準にするのかということも非常に難

しい、悩ましいところであろうと思いますので、 

 

そのあたりもですね、事務局としては、よく、要するにご検討していただいて、提案をしてい

ただければと思います。以上です。ありがとうございました。 

 

 

 はい。では、有澤委員、大変お待たせいたしました。 

ご意見、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 私どもも同じようにですね、 

 

まずはコロナの影響を見るのに、単月調査、３年間行うというふうになっております。 
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これに対してはですね、やはり、かなりの負担もありますし、今の現状でですね、この先が見

えないということもあります。 

 

 そういうことも含めてですね、また、この出てきた数値によっては、しっかりと解析できるも

のもあれば、なかなか判断のつかないものもあると思います。 

 

こういった仕分けも含めてですね、実際に、もし、やるんであればですね、そのへんのところ

はしっかりと検討、やり方についての検討をお願いしたいということと。 

 

 併せてですね、これ、有効回答率の向上に向けた対応の中で、相矛盾するものもあります。通

常の調査以外に、プラス乗っかるわけですから、それぞれの薬局、医療機関等の負担も大きくな

って、逆に回答率がずっと下がってしまうということもありますので、 

 

そのへんのところは、特にですね、単月調査については、できる限り簡素化をして、回答しや

すいようなフォーマットにしていただくような検討もお願いしたいと考えております。 

以上です。 

 

 

 事務局、ご返答はございますでしょうか。 

 

 

 はい。ご指摘を踏まえて、検討させていただきたいと思います。 

 

 

 はい。では、真田委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 もう既にご議論いただいている単月調査に関しましてでありますが、この単月調査という手

法自体は理解できるところでありますが、 
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５ページの最下段のポツにありますように、今後の感染症の状況を踏まえることとされてお

りまして、 

 

仮にでありますが、調査が実施できなかった場合に、これに代替する手法として、どのような

方策があるのか。 

 

あるいは、現在、検討されてることがあれば、ご教示いただきたいというふうに思います。 

 

 いずれにしましても、コロナの影響が、この先、どこまで続くのか非常に未知数であり、困難

な状況でありますが、 

 

令和４年度改定に向けて、いろんな、さまざまな状況やシナリオに対応できる視点を持ちなが

ら医療機関の経営実態を把握していくということが重要であって、そのための工夫をしていく

ことが今後、重要ではないかなというふうに考えているところでございます。 
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 はい。では、回答をお願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 仮に、単月調査が実施できない場合、しない場合は、元年の年度と２年度の年度、このデータ

が、まずは収入・支出、両方あるということであります。 

 

 あと、収入につきましては、レセプトのほうから取れますので、もう少し先のデータまで取る

ことができます。 

 

 そういったものを組み合わせて推計をして、一定の仮定を置いて、年末の経営状態というもの

を議論をしていただくということになるかと思います。 

 

 

 はい、真田委員、よろしいでしょうか。 

 

 

 ありがとうございます。 

非常に難しい状況の中ではありますけれども、知恵を絞りながら検討をしてまいりたいとい

うふうに思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 では、佐保委員、お願いいたします。 
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 はい、ありがとうございます。 

 ほかの委員さんからも、いろいろ出ておりますが、まず、調査については、単月調査も含めて

ですね、分析をするのであれば、やはり詳細を分析するのが必要だという観点は持っていますが、 

 

その一方で、新型コロナ禍の状況で、回答数が下がると、回答率が下がるということがあれば、

そこらへんについては、そこらへんのバランスっていうところで、調査のほうを考えて、これか

ら詰めて考えていくと思いますが、考えていかなくちゃいけないかなあと思ってます。 

 

 で、ちょっと事務局にお伺いしたいんですけど、有効回答率って、前回、前々回と比較、ずっ

とあると思うんですが、どんな感じで推移してるのか、ちょっとお伺いをしたいんですが。 

よろしくお願いします。 

 

 

 はい。では、事務局、回答をお願いいたします。 
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 はい。有効回答率につきましては、７ページをご覧ください。 

 第 20 回、21 回、22 回のデータでありますけれども、第 20 回は 52.4％、第 21 回は 56.2％、

第 22 回は 54％と、50％半ばで推移をしております。 

 

 

 よろしいでしょうか、佐保委員。 

 

 

 よろしいでしょうか。よろしいでしょうか、すいません。 

 

 ということでですね、やはり有効回答率をどうやって上げていくのかということが大事では

ないかと思ってます。 

 

やはり、しっかりその実態を反映する、それから分析を詳細にするためには、回答率、有効回

答率の向上というのが必要だというふうに考えております。以上です。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 林委員の手が先に挙がっておりましたので、林委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。日本歯科医師会の林でございます。 

 先ほどからの議論と全くご意見も一緒なんですけれども、単月調査の必要性というのは本当

に理解はしておりますけれども。 

 

12 コマ目の所でございますが。 
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歯科におきましても、調査内容が本当に今まで難しいということで、簡素化してほしいという

意見が大半を占めておりまして、 

 

体力のある医療機関が、わりと回答率が高いということで、調査の、本当に、バイアスという

ものがかかってきている可能性も否定できません。 

 

 今回の単月調査も含めまして、このコロナの影響というものは本当に大きなものがございま

すので、回答率を、精度を上げるということと、 

 

それから、いわゆるその内容が十分、改定議論に把握できるようなものであるということが重

要でございますので、 

 

そのあたりが反映できる方法で調査のほうを組み立てていただき、実行していただきたいと

思っておりますので、そのあたりを含めて、よく検討いただきたいと思っております。 

 

歯科からも、よろしくお願いいたしたいと思います。以上です。 
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 ご返答、ありますか。 

 

 

 はい。ご指摘踏まえまして、検討させていただきたいと思っております。 

よろしくお願いします。 

 

 

 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。 

 ちょっと事務局に、まず、基本的に質問ですけれども、この経済実態調査については、次回の

診療報酬改定の足元の各医療機関の経営状況を把握するということで、やるっていうのは理解

をしておりますんですが。 

 

 今回、このコロナウイルスの影響というのは過大に、多方面に及んでいるということを勘案し

て、５ページの一番下の丸に書いてますけれども、受入の有無による経営状況を把握するという

こと、書いてますが、受け入れてない所も、当然ながら、コロナ影響の受診控えがあるというよ

うなこともあろうかと思いますんで、まず質問なんですが。 

 

 コロナ、この新型コロナウイルス影響の全体的な影響、かつ今回、特例のいろんな報酬改定を

しておりますけれども、そのへんを踏まえた調査というのは別途やる予定なんでしょうか。 

 

そのへん、この経済実態調査と、どういうふうに関連づけて分析に使えるような調査になるの

かどうか。 

 

そのへんは全く別々でやることじゃなくって、関連させればいいと思うんですけれども、その

へんの工夫はあるのかどうか、ちょっとお教えいただきたいと思います。 
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 はい、ご質問に対して、事務局、回答、お願いいたします。 

 

 

 はい。今、ご質問いただきました、いわゆるコロナ特例の診療報酬についての分析というとこ

ろでございますが、 

 

それにつきましては、現在、今、オンゴーイングですけれども、この実態調査とは別に、算定

回数がどの程度あったのかというところを中心に、今、数字を洗っているところでございます。 

 

 それはそれとして、しっかりと出していくという中で、今回、ご議論いただいております実態

調査、この結果と併せて結果を見ていただくということになると思いますが。 

 

 ただ、実態調査の中で、基本的に収入、診療報酬での収入という部分で、いわゆる特例の部分

と、そうでない部分というのの切り分けというのは、正直、難しいかなというふうには思っては

おりますので、 

 

そういったところ、調査の限界はある中で、幾つかの調査の分析を基に検討をしていただくと

いうことになると考えております。 

 

 

 吉森委員、いかがでしょう。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 いずれにしても、非常に困難な作業をしないといけないということであるんですけれども、 

やはり望むところは、前回の令和２年度の診療報酬改定の影響をどう把握するかというのが、大

きなポイントの１つだろうと思いますし。 
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 もう１つは、今、ご回答いただいたように、コロナ感染症への影響、ここのところの報酬上の

影響というのは、どういうふうに関連づけて見ていくかというのは大きな課題だし、ここの工夫

は、ぜひ、いろんな知恵を絞っていただきたいというのが１つですけど。 

 

 もう１つ、やはり新型コロナ感染症の受入機関、これは当然ながら、いろいろ調査をして、単

月でもやれば、ある程度の実態は把握できるのかなあと想像はしますけれども、 

 

逆に、受診控えが起きてコロナを受け入れてない医療機関がどういう影響が出たかというの

は非常に難しい話だろうと思うので、このへんをどういうふうに見て対応するのか。 

 

それはそれで、その報酬改定とはあまり関係ないというのか、そのへんの考え方も整理してお

く必要があるんじゃないかと思います。 

 

 もう１つは、このコロナ影響を踏まえて、当然ながら医療機関の事務も含めて煩雑になって大

変だということで、例えば、この回答率を上げる話でいけばですね、10 ページに都道府県別の

有効回答率が出ておりますけれども。 
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 これを拝見しますと、やはり首都圏、いわゆる今回のコロナ拡大の影響が非常に大きい、感染

拡大がまだ続いてる所の回答率が非常に低いわけなんでありまして、 

 

このへんについては、当然ながら、今回、いろいろ、先ほどご意見、いろいろ出てますけれど

も、回答にも多大な負荷がかかる。このへんについて、どのように考えていくのか。 

 

この、地域の回答率を上げる手法があるのか。 

 

そのへんも併せて議論をしていく必要があるんじゃないかというふうに思います。 

 以上です。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 こちらについては、企画調査室長、何かありますか。 

 

 

 はい、すいません。 

直ちにアイデアがあるわけではありませんが、 

引き続き、ご議論させていただきたいと思います。 

 

 

 はい。では、幸野委員、お願いします。 

 

 

 はい。音声、大丈夫でしょうか？ 

 

 

 大丈夫です。 

 

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


 

 

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

 

58 

 

 

 はい。結論から申し上げますと、今回のコロナ影響によって、通常の医療経済実態調査をやっ

ても、令和２年度の診療報酬改定の把握をすることは、これ、５ページに「難しい」と書いてあ

るんですが、私は、やっぱりもう不可能だというふうに言い切っていいかと思います。 

 

 

 

 理由としては、やはりこのコロナが３月ぐらいから、診療報酬改定適用前からですね、臨時的・

特例的対応というふうなことがどんどん打ち出されて、診療報酬改定を、もう打ち消すような対

応はなされてるわけです。 

 

 で、入院基本料についても、経過措置が延長されて、今年度いっぱい経過措置が延長されたよ

うな中で、こういった実態調査をしても把握することが困難なばかりか、間違った結論を導き出

すんじゃないかというふうなことまで懸念しているところです。 

 

 そんな中でも、何か工夫してやらなきゃいけないということで、単月調査という提案がなされ

てるんですが、これは私は、ぜひ賛成したいと思います。 

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


 

 

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

 

59 

 

コロナの影響前の令和元年度、それから影響を受けてる最中の令和２年度、それから、沈静化

するかどうか分からないんですが、少しは収まっていくだろうと思われる令和３年度の３点を

比較してみるというのは、少し参考になるんじゃないかと。 

 

意味がないというふうにおっしゃったんですが、例えば入院基本料を１つ取ってみても、これ、

今年度末まで経過措置が延長されるわけで、比較しても意味ないわけですよね。令和３年度を見

てみないと分からないわけで、こういった意味からも、令和元年度、令和２年度、令和３年度の

単月を調査するという必要は、これは必須ではないかと思います。 

 

 入院基本料の経過措置が、もし延長が切れたら、これは把握できるわけで、そういったわけで、

ぜひ、やってみるべきだと思います。 

 

 それから、昨今のメディアスによれば、月ごとに医療費っていうのは、どんどん、こう、戻っ

てきている状態にあって、 

 

今後の状況を見て、今日、何月を単年度にするかというのを決めるのではなくって、今後、コ

ロナの状況を見ながら何月に実施していくべきかというのは、今後の状況を見ながら、一番影響

の少ない時期を選んで３カ年、３点でやってみるというのは１つの案じゃないかというふうに

思います。以上です。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 はい、事務局、回答をお願いいたします。 

 

 

 はい。今までご議論させていただいたとおり、単月調査を取ることによる事務負担と、その、

コロナのその時点での影響、こういったものを比較して、改めてご審議いただいて実施するかし

ないかといったものを提案させていただきたいと思っています。 

 

 また、何月をこう、今回、この６月を決め打ちして提案させていただいているというわけでは

ございません。 
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６月までの間であれば調査できると。 

 

その中で、コロナ影響が一番少ない月というのがあったとして、例えば４月であれば４月で、

これぐらいのコロナ影響の状況ですと。 

 

こういった調査票ですと。 

 

それで、調査をしますか、しませんか。 

 

といったことをお諮りしたいというふうに考えております。 

 

 

 幸野委員、よろしいでしょうか。 

 では、ほかに。 

 

大丈夫ですね。よろしいですか。幸野委員、ご意見ですか？ 

 

 

 はい。今日決めるんじゃなくて、今後の状況を見ながら、今、山田室長、おっしゃったように、

単月調査は、ぜひ必要だと思います。 

 

 特に入院基本料の、繰り返し申し上げますが、経過措置がどうなるかによっては、これ、令和

３年度もしないと、まずいと思うんですよね。 

 

だから、ぜひ、この３点調査というのは、やっていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 ほかにご意見はございませんでしょうか。 

 今村委員、手、挙がりましたでしょうか。 
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 はい、ありがとうございます。 

 医療機関それぞれの規模や、こういった調査に対して回答するための、いわゆる余力というか、

人員がいるのかいないのかっていう、いろんな問題あると思うんですけれども、 

 

少なくとも、自分の立場、診療所なので、先ほど、事務局からもあったように、この単月調査

の回答がなくても有効回答とするっていうようなご説明あったわけですけれども。 

 

そもそも、単月の調査があるということだけで、全体の調査そのものに、もう答えるつもり

がないんだっていうようなことになるとですね、診療所レベルにおいては非常に回答する件数

が減ってきてしまうのではないかなあという危惧を正直、持っています。 

 

 今日、ここに中医協の委員の先生方、たくさんいらっしゃいますけども、実際、自分でですね、

さまざまな今の手続き等にですね、携わられた方って、あんまりいらっしゃらないと思うんです

けれども、 

 

診療所レベルでもですね、少なくともＰＣＲや抗原の検査などをですね、実施して、コロナ医

療に関わりたいと思ってですね、取り組まれてる医療機関、非常に多いわけですけれども、 

 

実際、自分でですね、そういった手続きをですね、全てやろうとするとですね、ものすごく大

変な手間になります。 

 

たぶん、皆さん、そういう直接関わられたことない方は分からないぐらい、いろんな手続きを

しなければならないと。 

 

 さらに補助金申請についてもですね、膨大な資料をですね、医師がですね、作成しなきゃいけ

ない。 

 

たくさんの事務員がいるような病院であればいいんですけれども、診療所レベルであるとで

すね、本当に大変な手間をかけているわけです。 

 

 従って、補助金の交付が遅れているのもですね、実際に申請したけれども、行政上の手続きで

遅れているケースもありますけど、 
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そもそも、そういう申請すらできないような医療機関も多数ある中でですね、こういった新た

な調査するっていうことについてのですね、 

 

例えば回答率が何％だったら、もう、これ、こういう分析に使わないとかっていうのがないと

ですね、中途半端な回答がですね、診療所から上がってくる可能性もあると、その点もですね、

十分、事務局においては検討していただければというふうに思ってます。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

 ほかにご意見等、ございませんでしょうか。 

 

 ほかにご意見がないようでしたら、本日の審議は、このあたりで終了したいと思います。 

 

 次回の小委員会は、本日の委員の皆さまのご意見を踏まえ、より具体的に事務局に内容を整理

いただき、さらに検討を進めてまいりたいと思います。 

 

 本日の議題は以上です。 

なお、次回の日程につきましては、追って事務局よりご連絡しますので、よろしくお願いいた

します。 

 

 それでは、本日の調査実施小委員会は、これにて閉会といたします。 

どうもありがとうございました。 

 

 （３分後に総会へ） 
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