
宮﨑（司会） 明けましておめでとうございます。
今年の新春座談会は「皆保険制度を持続させる
ために必要なこと」をテーマに考えていきたいと
思います。急速に進む高齢化、右肩上がりの医
療費、今、皆保険制度は危機に瀕しているといっ
ても過言ではありません。世界に誇る皆保険制度
を持続させるために必要なことは何かを考えてみ
たいと思います。
　日本の医療保険制度の特徴は、「国民皆保険」
と「フリーアクセス」にあります。国民皆保険では、
国民は基本的に何らかの医療保険に加入します。
これにより“誰でも”“いつでも”“どこでも”良質
な医療を受けることができるわけです。また、フ
リーアクセスにより、自身の判断で医療機関を選
択することができます。病院であっても診療所で
も医療保険の給付対象となり定率の自己負担で
の受診が可能です。
　この結果、日本は世界でトップクラスの長寿社
会となりました。また、乳児死亡率などの健康指
標もトップクラスです。しかし、今、少子高齢化
に伴う疾病構造の多様化、医療技術の進歩、国
民の医療に対する意識の変化など、医療を取り巻
く環境が激変していく中で、将来を見据えてどの
ようにその医療費のための財源を確保するかが問
われているわけです。大きな転換期を迎える中、
これまでどおり全ての診療を保険診療で一律にカ
バーするということが困難になりつつあり、また、
保険外併用療養の範囲拡大や高額医薬品の適正
化が叫ばれています。
　国民皆保険制度の存続を考え、これらの問題
点を整理し、保険医としての役割を考えていきた
いと思います。
　はじめに、国民皆保険制度が果たしてきた役
割について、先生方いかがでしょうか。

山﨑 過去にはお金が無く医療にかかれないと﨑
いう状況が普通にあった中、高度成長期で財源
もあり、高齢者が増加すると予想されてもまだ実
際には高齢者が多くないときに、国民皆保険制
度ができたわけです。これ自体は長寿社会や乳
児死亡率低下に寄与しました。海外でもここまで
の制度はなかなかありません。
　現在は当時と社会構造も変化し、医療費が増
大していることをはじめ、国民皆保険制度がスター
トした当時から少しずつ変わりながら進んできて
います。今後、財源問題など制度を維持していく
のはかなり難しい状況になってきているのかなと
いう印象を受けます。
　国民皆保険制度でどこまでできるか、ある程
度のところで線引きが必要になるかもしれません
し、全て保険でというのは僕自身も難しいのでは
ないかと思っています。
福田 国民皆保険制度を考えるにあたり、基本的
な認識がどうであるかが大事だと思います。日本
は高福祉低負担と言われています。この認識が共
有されていないと、ちぐはぐな議論になってしま
います。国民皆保険はこれからも高度先進医療や
新薬など、必要なものは取り入れていかなければ
いけませんので、医療費が増大していくことは目
に見えています。とすれば、新たな個人負担や企
業の税負担など、財源の問題はさけて通れません。
保険で認められている医療を全て保険で賄うと
いう、現状維持を望むのであれば、高福祉低負
担ではなく、高福祉高負担にしなければならない
と思います。残念ながら、無駄な医療費を抑えな
がら、窓口負担も保険料もあらゆるものを増やし
ていかなければ制度が維持できなくなります。少
しでも医療費を抑える方向への検討と、負担もあ
る程度の負担増におさえる努力が必要です。
現在の国民皆保険制度のあり方が正しいかど
うか。私は物事には良い面と悪い面があると思い
ます。それらを明らかにし考えていく。一筋縄で
解決するような問題ではないと思います。
例えば、保険料を負担しても病院にかからない
人の中には、「病院にかかる人が払うべきだ」と、

受益者負担を訴える人もいると思います。いろい
ろな立場の人の意見をまとめていかないとなかな
か難しいと思います。
今、政治家たちが口を揃えて言うのは“無料”。
例えば私立高校授業料無償化。さまざまなもの
を無料にしたことで医療現場でもどれだけ厳しい
状況になっているか。小児はマル福で多くの子が
恩恵にあずかっている反面で、2～3歳児に必
要以上の採血やレントゲンを撮ったりしています。
本当に無料化で恩恵を受けた人はどれぐらいい
るのでしょうか。何でも無料にしたことで色 な々
問題が起こってきているのだと思います。
髙城 私は1999 年に大学を卒業しました。お年城
寄りは医療費無料から500円の定額負担、その
後 800円となり、定率負担へと変わっていったわ
けですが、患者さんは減少し、私が歯科医師に
なった時から既に歯科は厳しい状態でした。
国民皆保険制度については、全てのものについ
て保険導入が前提となると、少子高齢化の時代
ですから難しいと感じます。保険請求をする側も、
適正な医療を心がける必要があると思います。歯
科医師になったばかりの頃は、医療費無料化で
なおかつフリーアクセスであれば患者さんが増え
ると思っていましたが、財源問題を直視すると現
実的には厳しい部分があると思っています。
宮﨑　皆保険制度導入後、歯科では自由診療が﨑
拡大された時代がありました。これは医科には
なかったことです。歯科側からみて、今後の皆
保険制度を考えた時、医科側にアドバイスはあり
ますか。
髙城　差額徴収制度（自由診療）が認められて城
いた時代に診療を行っていたわけではありません
ので、当時のことはよくわからないというのが実
情です。
当時のことを調べますと、差額徴収の概要とし
ては、1967年に発出された通知によって差額徴
収が認められるようになりました。保険外の材料
のみではなく、保険外の技術料も認める、いわ
ゆる混合診療です。医科では同時期にCTを始
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めとするさまざまな技術が保険導入されましたが、
歯科では混合診療が行われていたため、新しい
技術の保険導入が進まず、公的歯科医療のシェ
アは大幅に下がりました。
　この結果、差額徴収制度廃止後も歯科医療費
のシェアは元に戻らず、現在も低医療費で推移し
ています。
　混合診療によって保険外負担が広がると、保
険外負担を前提にした体系が固定化されてしまう
可能性があると思います。
宮﨑　医科では色々な医療技術が発展すると、
ある程度のところで保険適用されてきました。歯
科はインプラントなどもそうですが、なかなかそ
うなりません。
髙城　公的歯科医療のシェアは 2兆 6千億～2
兆 8千億で推移しています。歯科の立場として率
直に言えば、公的歯科医療のシェアを拡大しても
らいたいものです。

山﨑　国民医療費は現在42兆円で 2025 年に
は61兆円にまで増加するという推計もあります
が、実際にそこまで増えることはないのではない
でしょうか。国は調整をしてくるでしょうしね。

宮﨑　技術の進歩に伴い医療費が増大し保険財
政が破綻すると言われましたが、技術料の抑制

などもあって、医療費はコントロールされてきまし
た。血液透析では30年前より約600～700点、
白内障手術では25年前より約4,000点の保険点
数が引き下げられました。
　また、保険外併用療養費を拡大し評価するこ
とで、保険診療に組み込まないという風潮があり
ます。その他のところではいかがでしょうか。
福田　近年、がん治療における免疫療法が行わ
れるようになりましたが、これまでのがん治療の
選択肢の一つに分子標的薬があります。分子標
的薬はがん治療に限らずリウマチや膠原病関係で
も使用される高薬価の薬剤です。今後出てくる遺
伝子を操作する薬剤などは、高薬価となることが
予想されます。また、技術的なものでは、外科領
域で機械を用いた手術を保険適応にするなど高
額なものが増えていくことが予想されます。
　医療費削減に関しては、国をあげて『ジェネリッ
ク』と言っていますが、ジェネリックによる薬剤
費削減額は数千億円程度です。それより注目す
べきは新薬の価格です。最近の薬剤は、高薬価
となるものが次々に出てくる。ジェネリックによる
医療費削減よりもこちらの方が上を行くわけです。
製薬会社の立場では、新薬の薬価を上げないと
研究開発できなくなる。そのバランスの問題もあ
ると思います。
　オプジーボの薬価に関する一連の件で思ったこ
とは、小野薬品は日本の製薬メーカーなので、厚
労省も高い薬価を付けたのかなと思ってしまいま
す。と言うのも、半分の値段にしてもイギリスやア
メリカよりも高い。厚労省は薬価を設定した根拠
があると思うのですが不透明です。
山﨑　そうですね。どういう基準で薬価を設定
しているのか。患者の母数を考慮して薬価を決め
ているといわれていますが、適応拡大した時点で
母数が一気に増えるわけですから、その患者の
母数分一気に値段を下げることが必要ではないで
しょうか。
宮﨑　オプジーボは日本発の技術革新であり、
当初、悪性黒色腫という非常に母数の少ないとこ
ろで承認されました。その他の適応が増えたとこ
ろで薬価を見直せばよかったのですが、薬価改
定は2年に1度でした。その後、国は薬価改定
をこれまでの2年から1年に見直しましたが、こ
れでもまだ薬価が高いとなると、どのようなところ
で今の価格に設定したのかわかりにくいところは
あります。
福田　座談会の資料にもありましたが、技術革
新は医療費を押し上げる一因となっています。一
人の人間を助けるために年間どれぐらいの医療費
がかかるか（日本経済新聞「進化とコストのジレ
ンマ　命の値段　どう決める」2017/10/9）とい
う記事がありましたが、意外に大切な部分だと思

います。
　例えば人工呼吸器につながれて、意識もなく胃
ろうで延命している。およそ月100万円の医療費
がかかります。年間1,200万円です。その他にも
疾病を抱えていて抗生物質など使用していくと医
療費はさらに跳ね上がります。一人の意識のない
人間を生かすため年間1,200万円を何年もかける
わけです。一方、がんに罹患し他の治療で助ける
術がなくオプジーボを用いる場合、当初の予定で
は薬代だけで3,500万円したわけです。
　“どれぐらいの医療費が適正か”ということも
実は議論しなければいけないのではないでしょ
うか。
髙城　命は非常に尊いものですが、財源は有限
です。財源がないとどうにもなりません。
宮﨑　治療にたくさんの医療費がかかった時、
保険診療でカバーする範囲がどこまでなのか。潤
沢な財源があり、支え手が多い時代に、命はお
金に変えられないという建前論ができてしまった
わけです。費用対効果というか、適正な範囲はど
こかという部分を避けて通ってきてしまいました。
政治家も官僚も国民もです。政治家には国民に負
担を強いることをどのように合意形成していくかが
求められているのに、その点が一番手の付けられ
ていない部分ですね。この点は問題だったので
はないでしょうか。
山﨑　学会のガイドラインも同様ではないでしょ
うか。ガイドラインでは、エビデンス・有効性の
部分を重視しています。ガイドラインに従えば、
新しい高薬価薬剤を使用することが多くなる傾向
となります。海外では費用対効果を取り入れてい
るものもあり、日本でも費用対効果を考えに取り
入れていく必要があるのではないかと思います。

宮﨑　医療費を実臨床の現場で考えてみますと、
降圧剤の使用について海外と比較すると日本で
は費用の高いARBが多く使用されています。一
方、海外ではACE阻害薬が多く使用されていま
す。我 も々メーカーの口車にのるわけではないの
ですが、新しい薬、新しい作用機序にどうしても
飛びついてしまうところがあります。
　糖尿病治療薬では安価なビグアナイドの効果
が見直され、改めて使用されるようになったので
すが、どのような流れだったのでしょうか。
山﨑　研修医時代、糖尿病治療薬はSU剤とビ
グアナイド薬しかありませんでした。ビグアナイド
薬は乳酸アシドーシスを起こすので、ビグアナイド
薬が使用できない場合、選択肢はSU剤しかなかっ
たという時代です。しかし、海外の論文でビグア
ナイド薬はそこまで乳酸アシドーシスを起こす薬で
はなかったということが発表され、また、肥満にも
効果があるという大規模な研究が行われました。
　日本でもそれにならって専門家が使い始め、か
なり使用されるようになりました。用量も海外に
近い量が使用できるようになり、安全性も確認さ
れ、専門医の間でインスリン抵抗性を改善する薬
として良いということが広まっていきました。
　糖尿病専門医として思うところは、単剤でコント
ロールできない方が多くなってきています。多剤
併用の際はコストのことも考えます。国民医療費
ということもあるのですが、患者さんの自己負担
のことも考慮し、昔からあるSU剤、ビグアナイ
ド薬も用います。SU剤は低血糖を起こしやすい
のですが、低血糖を起こさずいかに上手に活用
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するか、また、ビグアナイド薬も上手く取り入れて
いく。それらを考えながら、高薬価になりすぎな
いように新しい治療薬も用いるといった形です。
宮﨑　ビグアナイド薬が我々のところまで広がっ
てきたのは、専門医の先生方のリーダーシップが
うまく発揮されたところにあるわけですね。それ
がたまたま古くからある薬剤で比較的安価だった
ということは副産物だったわけです。
山﨑　他の分野でもビグアナイド薬と同様のこと
がいえる薬剤があります。慢性心不全の治療にア
ルダクトンを用いることで死亡率が約3割低下し
たというデータが示されています。既存の薬が、
全て古くなったら活用方法がないかというとそう
ではありません。いかにうまく活用できるかという
ところはあるかと思います。
　一方、新薬は既存薬を踏まえたうえで開発さ
れているわけですから、やはりそれなりの特徴を
もっていますし、既存薬にない薬効をもっている
ので、そういうものも使用したいというのは医者
の立場からすればあります。
福田　インフルエンザの流行時期に入っています
が、インフルエンザの検査キットを世界一使用し
ているのは日本です。タミフルの使用量も世界一
です。インフルエンザは基本的に自然治癒する疾
病ですが、重症・軽症に関わらず全ての症例で
検査キットを使用して、タミフルを使用する。日
本の医療はテーラーメード医療ではなく、画一的
な医療を行っているわけです。
　レセプト審査をしていて思うことは、2回インフ
ルエンザの検査をしているケースが結構多いので
す。1回目は「陰性」で、翌日に2回目の検査を
行い「陽性」というパターンです。検査では、発
熱時には半分程度しか「陽性」になりません。イ
ンフルエンザを疑って検査をしても「陰性」なら
ば帰してしまう。次の日に再度検査をして「陽性」
だった場合、インフルエンザの診断が 1日遅れた
ことになります。検査の結果が全てですから気持
ちはわかりますが、検査キットを用いた診断を次
の日までのばすという選択肢もあるはずです。
　検査で結果が出れば軽いインフルエンザでもす
ぐにタミフルを使用しますが、一方、重い症状で
も検査キットで結果が出なければ診断が 1日遅
れる。これが現状ではないでしょうか。
宮﨑　インフルエンザについては、本来検査キッ
トは補助診断なのです。福田先生がおっしゃるよ
うに検査至上主義で、逆にいうと診断を放棄して
いるということなのでしょうか。

山﨑　陰性であっても症状からインフルエンザと
考える場合は、タミフルを出すケースもあると思い
ます。服用させても重症化するケースもあります。
宮﨑　保険診療の範疇でも、無駄なところは見
直す方向で診療を進めなければならない、それ
がスタンダードでしょうか。その部分をできるだ
け情報提供し、広めていくことが必要ではないで
しょうか。

福田　国民の側としては、「公費だと無料だから」
「医療機関から処方してもらった方がOTCより薬
が安い」という考えではなく、また、医療側も「過
剰診療はしない」といったことを心がけていく必
要があります。一方で医療費は増えていくわけで
すから、財源をどうやって確保していくのか考え
ながら、それぞれが大変な思いをして、様 な々負
担を強いられながらやっていくことも必要ではな
いでしょうか。“国民の理解を得ることができるの
は何か”ということです。
　「国民皆保険制度は誰のためにあるのか？」国
がマネージしながら保険者側と医療機関側の話
し合いばかりです。本来、患者さん中心であるは
ずなのに、医療機関側は診療報酬を上げること、
保険者側は査定に関することが中心です。
　患者さんにとって、国民皆保険制度を破綻させ
ないためには財源が必要です。窓口負担を増や
すか、保険料を増やすのか、消費税のようなもの
で多くの人から少しずつお金を集めるのか、それ
とも大企業からもっと負担してもらうのか、どれ
が良いのか聞いた時、答えは一律ではないと思い
ます。国民が何を求めているか？ どう理解してい
るか？ 国民の意見を吸いあげていかないと制度
が破綻します。国民皆保険制度であるのに、国
が制度を守ると言っています。この制度の主役は
国民であって、そこを忘れて議論しても仕方あり
ません。患者さんにも色 な々意見がある。その患
者さんたちが何を望んでいるか理解せず、皆保険
制度を語ることはできないのではないでしょうか。
宮﨑　国民皆保険制度は全ての医療を、世界トッ
プレベルの医療までも網羅しています。これまで
は基本的に全てを制度に取り入れてきたわけです
が、今後はどうでしょうか。範囲を一部限定する
という考え方もあり、我々は一部理解できるとこ

ろはありますが、国民に広く受け入れられるかが
問題です。
　さて、最後に財源について考えてみたいと思い
ます。私たちのレベルで話すのはなかなか難しい
のですが、基本的に財源は“消費税”しかない
と思っています。他の財源はマクロで見ていかな
いと、なかなかわかりません。
　消費税増税は社会保障の充実が目的でしたが、
全てがそこに使われてきたわけではありません。
今の社会保障費用を消費税で賄おうとすると税率
として25％程度必要だといわれていますので、あ
る程度消費税をあげていかなければいけないと
思うのですがいかがでしょうか。
福田　消費税は浅く広く、全世代が負担するの
で財源として一番良いと思いますが、国民皆保険
は受益者負担が望ましいと思っている人達もいる
わけですから、一概に消費税のような財源が良い
とは言えないかもしれません。その他に考えられ
ることとして、非正規雇用を無くして正規雇用を
増やし、保険料を負担するシステムを作っていか
なければいけないと思います。公平感というもの
が必要だと思っています。
宮﨑　高齢者にも収入に応じた自己負担を求める
形にシフトしていますが、ある程度は仕方ないか
と考えています。ただし、低所得者等に対しては
何らかの対策や給付が必要ですし、医療は最低
限の生活には不可欠です。
　保険医協会として、今後どういう活動の展開が
必要でしょうか。
山﨑　患者さんに対して、限られた医療財源をど
う有効利用したらよいかを提言することが必要だ
と思います。医療機関に対しては、無駄な検査・
投薬はしないよう、自分たちももう一度よく考えな
ければいけないと思っています。
髙城　皆保険制度を維持していくという意味で
は、総医療費のコントロールは必要だと思います。
歯科分野での予防医療は総医療費を下げること
ができます。メンテナンスの啓発などはとても重
要です。
福田　国は新しい分野の診療報酬に点数を付け
ます。髙城先生のおっしゃる通り、予防医療によっ
て総医療費は下がるという観点は大事です。
宮﨑　皆保険制度が危機に瀕していますが、こ
れを維持するために多少の苦労が必要です。“自
分さえ”ではなく、皆と歩調を合わせて適正な医
療を心がけるということにつきるのではないでしょ
うか。
　本日はありがとうございました。

（５面からのつづき）

図３　年齢階級別にみた社会保障の給付と負担についての考え方
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国民皆保険制度の維持
̶ 必要なのは患者目線の議論 ̶




