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5) 審 査 の現状とあり方

新潟県支払基金審査委員長　小池昭彦

The Present State and Goal of Reviewing 

Medical Insurance Claims

Akihiko KOIKE, M.D.
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保険医療の審査ず学問と約束寮

は じ 耳) に

我が国の保険医療は原則出来高払い制によっている.

従って個々の診療行為は全て,窪められた診療報酬点数

をこ置換えられ レセプ トとなって請求される.厄介な ニ

1そeprintr･equeststo:AkihikoKOlKE.hJ1.I)..

NiigataMedicalAssoci(,ltion.lgakucho2,

NiigatこICity.951,JAPAN.

とにこの診療報酬体系は改定のたびに継 ぎはぎが墓ねら

れ 蜜ことに複雑怪奇を極めている中そ して薬剤 や検査

且つをみても末々適応が限定され 枠外のものは査定 さ

れることになる､ しかもその適欄に当っては保険医療養

担当規則に始まり各種省令,告知亨通知,時に解釈等数

別別語嚢蒐: 〒951新潟市医学町2

新潟県医師会 小池昭彦
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限りない法令でがんじがらめにされている.

更にもっと厄介なことにこれらの法令は,純粋に学問

に準拠 した屯のでなく,云わば約束事として示きれてい

るものが多い▲ここに保険診療の複雑さとともに,審蜜

の難 しさが存するわけである,

審 査 の 現 状

最初に大方は存知 していると思われるが,診療報酬明

細番 (レセプ リ の流れをプロ-チャー ト的をこ示すと図

1のようになる.即ち 1カ月間椅魂こめた診療の事窯はサ

旦枚のペーパーとなって寛払基金或いは国保連合会-撹

出される.このレセプ トは園に示すような寮務点検続い

て診療内容審査を受軌 その殆どはそのまま支払いへの

経路をたどるが,一部は事務的記載不備次いで診療内容

に疑義ありで返戻されたり,時には査定 (増減点)され

ることになる.

ここで終わればまだいいのだが,そのレセプ トは最終
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的に支払者である保険者に送付されるので,菟こで更に

再点検され 後述する､-L･-1に近年爆発的に増大した再審

査請求となって審遼機構に回送されて来る.これに対応

する部門として蒋審葱部会が設置されているが,その煩

堆振 りに手を焼いている現状が特筆される.

新潟県の支払基金をこおけるここ3年間のレセプ トの受

付件数の状況を示 したのが図 2である.月によって多

少の上下動はあるが,年ごとに増加傾向を示 し,本年の

件数は月平均90万件を超える状況にある.これを76人の

審査委農で処理 しているので,科によって多少の差はあ

るが 見入約 1万2千校のレ恕プ トをみる計算になる.こ

れが多いか少ないかの判断はさておき,これに前述 した

再審査請求が加わる.

図 3はここ3年間の再審査件数の月別のグラフであ

る.上欄が保険者からのものであり,下欄は医療機関か

らのものである.全 く桁違いで比較に優 しないが,医療

機関からのものは毎月50件にも満たない.ところが保険

図 1 診療報酬明細書の流れ
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老からのそれをみると,毎年月別で信輔O件以上増加 L,

今年度は毎月6,000件以上の再審登請求がある.この勉

理には32人の再審査部会豪農が当っているが,面倒なこ

とをここの再審査は 1枚 1枚をこ再審査処理の理由を記載す

る手数が加わる,この煩雑ざに関する審査委農のため息

を皆さんにお聞かせ したい宅らいである,

返 戻 と 査 定

前項の審査の流れで述べたように,大多数のレセプ ト

は請求どおりの判定のもとに支払いに廻されるが,-部

をこついては返戻と査定 (正確には計数移動といって減点

されるだげでなく増点される場合もある)というあまり

好ましくない事例 屯発生する, ♂

先ず返戻であるが,これには保険証の記号番号や生年,

病名洩れなどの事務的な事例が多い.それをこ加えて診療

内容に関する返戻も相当な数に上る.特に本件では一次

審査で不備なレセプ トはなるべく査定 しないで医療機関

-戻 し,不備なところを補ったり注釈を加えてもらうと

ともに,同じ誤りを繰返さないように (表現は適切を欠

くかもしれないが)教育的返戻をずる方針をとっている

ので,返戻率は全国一である.

-方査定は,適応外であるもの,過剰であるもの,登

複するもの及びその他の事由が誠当する.勿論固定点数

の誤 りなどは事務的に処理することもある一然 し返戻を

多くすることをこよって本県の査定率は全国でも低位にあ

ることを表 1に示 してある.例えば老人保険を例にと

れば,返戻率は全国平均の約2倍であるが,査定率は半

分に近いということができる.勿論返戻 も少ないに越 し

たことはないが,それには適正且つ明確で説得性のある

レセプ トづくりと,提出前の再点検 (特に医師自身によ

る)を願うしかない.

審査のあ り方

いろいろなところで述べられているように,保険診療

とは診療側と支払側そして医療を受ける側の三者の含意

のもとに行われる契約診療である一三の契約事項は,各

種法令と診療報酬点数表及び厚生省の告示 ･通知によっ

て定められており,一定の制約下に行われることは否定

できない.つまり理屈だげでは律 Lきれない部分を蔵 し

てし､ケこ1.

これに対する述語に自由診療という表現があるが,こ

れは医師と患者との問の契約診療である.従って医師法

や医療法に触れないかぎり一般的な制約はない.

この両者を混同することによって,いろいろな誤解や

貴 l 返 戻 率 と 査 定 率
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社 会 保 険 老 人 保 健

支部名 桓戻率(雛 登 定 率 (% )桓 戻 率 (% )査 定 率(%)
全国平均 0.33 i,5 0.62 2.0
新 潟 県 0 .63 1.3 1.12 1.2
栃 木 県 0.53 1.2 0,93 且..3

兵 庫 県 0,18 i.6 0.37 2,5

福 井 県 0.i 1.4 0 .38 2.0

支払基金 平成2年度分 (返 戻 率 は 件 数 , 査 定 率は
点数による)

不満が生 じる.特に若い医師で保険診療の原則を理解 し

ていない層にその傾向は強い.

つまり保険診療は純粋に学問に立脚 しているものでな

いところに問題があるわけであるが,そうかといってい

つまでも約束事として押 し通す審査では進歩はない,限

りなく学問に近づけるスタンスはとり続けるべきであろ

うし,そのための制度改革に努力するのが医療に携わる

ものの勤めであろう,

診療報酬改定にからんで

昨年4月に行われた診療報酬改定は,かつてない大幅

なものと喧伝されたが, 1年余を経過 した今E3,焼石に

水のそしりを受け,赤字病院の増加など更なる改定を望

む声が大きい事

では来年4月に予定される改定に期待が持てるのであ

ろうか.い蜜診療報酬の抜本的改定に向けて,中医協は

基本問題車豪農会を設けて審議中であり,9月頃には来

年の改定に反映できる部分を中心とした中間報告が出さ

れると聞くが,なんとしても原資の出所がままならない

状況下にある.

一方,医療保険審議会は先日 ｢車間まとめ｣として,

絶息 室料,薬剤 書治療材料を検討対象として保険給付

の見直しを行い,公的医療陳除籍]3度の中で糖蜜療養費制

度を活周する方向を明確にした.これらも原資捻出の一

手段と考えられるが亨や迄のような薬価基準の引下げで

はどうにもならないし,3兆円の税収不足が予測される

国家予算から,医療費アップをかちとることは容易では

あるまい.

図 4に診療報酬改定のフローチャ- 卜を示 しておく

が,この過程で医療費アップに最も威力を発揮する個所

は,右側の梓和 こある厚生省と太蔵省にからむ与党の折



278 新潟医学会雑誌 第 108巻 第4号 平成6年4月

図4 診療報酬改定LJ)rJl--ト ーITlヤ ー-卜

衝である.あとはここできめi▲'Il.た総枠を厚生省 ･日医

などの協議をこより配分するだげである.

結論的iこ言えは ぺ-Tの拡大に向けて有効左手段は.

世論をバ ッタに した政治家-のアプロ-矛に しかないと

いうことをこなる.

お わ リ に

医療保険における審喪の流れ上 本県に頼 十る請求及

び審査の状況を述べた.

最 屯大切な認識は,保険医療とは必ず しも学問とパラ

レルなものでなく,ある磯の約束事に準拠 した屯のであ

るということである,

勿論その燕難を少 しでも埋めるべ く審査会は撃力し,

診療側は適正且つ明確で,支払側に対 しても説得惟(7月㌔

るレセプ トを授示するよう望むものである.
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以上で4つの演席を授供 したわけですが, これから残

された時間が約3紛 ござい潰すので,シンポジストの方々

をこ前へおいでいただいて,奪何か足 りなかったこと等な

どを中心に,またフロア-の先生方のご質問等を受け渡

してニLT)聞越点を色々議論 して行きたし､上思います.

それでは早速ディスか ブショ招こ移 りたいと思います,

今,商館発生からは医療保険の審質と今後の動向等を含

めましてお話を綴 ったわけです.それで特にこれから公

的医療保険の役割をこ関 していろいろ議論 されておりまし

管,どういう形でこれが現実化 していくのかということ

が非常に心配なわけですが,高舘先生そういったことで

追加とかございませんか.またプロ7-からそのような

問鷹でお話がありましたらお聞きしたいと思います.そ

れから和泉先生からは東学附属病院の立場というような

感 じで現在の保険診療をこついてご意見をいただいたわけ
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ですけども,おっしゃったような事例をこつきましては,

それぞれ皆さん方経験のあることだと思われますしき今

後の問題という点でも相当大きな要素を含んでいるので

はないかと思いますから,何か和親先生追加はございま

せんでLようか.それから小山発生いろいろと難 しい問

題をお話いただきまして予赤字の病院の院長としては大

変であったことでしょうけども予何か追加することがご

ざいましょうか.

小山 主題がずれることがあるかも知れませんけど,

厚生省以外のいろんな省というものはですね,例えば農

林省であれば農民の味方であるんですが,厚生省は果た

して医師の味方なんだろうかという事をスライドに,刺

のスライドに作ってきたんですけれども,出すのをやめ

ました.その辺をちょっと疑問に思っているところがあ

りますので.

司会 多分ここにおいでの先生方にお聞きすれば,大

抵の方は絶対味方ではないという風におっしゃるのでは

ないかと思うのですが,敬,味方の判断はさておきまし

て,田中先生からのご提示でござい渡すが,ご説明の通

り,平常の給食をやっている場合は,ビタミンBあるい

はCの製剤の投与を認めないという処置が取られてい渡

す.先生のおっしゃることは保険との関係でちょっと論

点が違 うように思うのですが,いかがですか.

田中 確かにそういったことはあると思うのですが,

1例日に関 しては必ず しも給食との問題だけではないと

思います.糖質,着磯質単独で授与されていて,もと鮎

とアルコ-ルを飲んでいた方で,栄養状態があまり良く

なかったものですから,比較的短時間の間に出て しまっ

たことが深因と思っています.

司会 つまり糖質を大慶をこ授与しているものについて

は Bユ等を給食の有無に関わらず,大量投与を認める

べきだというご発言ですか.

田中 2例日の方の場合は食事が出ていたんですね,

ところが本人は余り食べられなくて,主には輸液で栄養,

水分を管理 していたわけです.ところが-応食事は出て

いるものですから‥蕉滴にはビタミンを認めないという

ことで出していなかったわけです.一般的には70年代に

糖質単独輸液が問題になっているのですげども,90年代

に入っても高カロリ--輸液にピタミソ剤を入っていない

と危険だと言うことが今でも尚アメリガで指摘されてお

ります,保険に関しては少なくとも食事が出ていてもゥ

そういう風な問題もありますので,ビタミン剤をできた

ら点滴の車に入れられるような格好にしていただければ,

プラクティカルにありがたいと思います.
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司会 おっしゃることはよく分か者つまずがヲただこの

問題は今まで余りにも輸液などの中にビタミン剤を何で

もかんでもぶちこんでしまうと言う一つの診療側の態度

が問題だったわけでございます.各々の症例を考えなが

らやって行けばこんな処置は出なかったんだと思うので

すが,そうかと貰ってビタミン剤の使用基準をもって律

する寮が出来るかと言うと不可能でありますので,それ

が給食がある限りはビタミン剤は駄目だよという変な決

定がなされたと思っています.田中先生のご提示された

問題については審査委員会で十分に対応できることだと

考えております.いろいろとお話があったわけですがど

なたで屯結構でございます.本日のお話になかった事項

でも結構でございますからご意見のある方はどうぞ遠慮

なく所属とお名前をお聞かせいただいてお願い致します.

田島 私は田島と申します.専門領域の研究所にいる

わけですが,一般の整形外科の診療 も週 1回くらい致 し

ます.一番坂本的な問額は和泉先生は保険医療というの

は標準医療とおっしゃい愛した.小山発生は lar雛 Pを

もう少し大きくしてもいいじゃないかという車をおっしゃ

いましたが,その lar琵ePを大きくするということは

あくまで保険医療ですべてカバ-するといういことを前

提にしておられるのではないかと思われるのですが.私

の知っている限り亨先進国と言われているアメリカとか

英国のナショナルヘルスサ-ビスにせよ河本より徹底 し

た保険医療の所はないですね.それで同種肝施移棒とか

碑移植が問題になってきていますが,そうすると一千万

円以上掛かると,最低でも,そうなった場合,これ鮎全

部従来のような保険医療でやる,やれるといったおつも

りなのですかね,それともやはり,保険医療だけでは駄

目で,何か酸のシステムを導入 しなくてほならないとお

考えになっているのかその点をお聞きしたいのですが.

司会 この問題はむしろ,窯は特定療養費制度という

ものがございまして,先生方ご存 じない方が相当多いと

思いますので,商館発生それをちょっとご説明下きいま

せ.左か.

商館 私は先ほどお議申し上げましたように全てを保

険でまかなう時期ではないと思います.それで特別の部

分につきまして,とりあえず高度発進医療という形で特

定承認保険医療機関を承認 し,現在まで保険制度では差

額徴収は禁止されているわけでございますが,その差額

徴収を認め,本人の負担と現物給付の保険給付を馴染ま

せていくことが導入されています.これにより,高度先

進医療は本人の負担,それからその他一般につきまして

は保険給付となるわけでございます.そしてその他にも
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私が先ir;i)-:申し上げたより 亡形で自己負担の導入という

もnが計L..)Jlておりまして.すべてを保険でまかな･')時

代ではないだろうと,申し上げただけです.ただ党ほど

小委員会L71まとめLT)中で申し卜げましたよ･')に,例えば

部本丸の負担にするのは無理があるのではないか,従っ

てこれをどういう形でみるかということでございます.

います.その他(･こ.他cT)財源を求めて公費でムる方法も

あるとは思 うのですが,こかにつきましてまだ敢終的な

結論は出ておL､'ない.私は,年度末をに｢､人での作業の

中でど･'lL､う形でこれが具体化されるか上いうCT)を注目

しているわけでございま一十.

司会 それては小山先生どうぞ.

小LLJ 私の名前が出たかLl･-あれなJLですが.全乳 全

部を Ia1-gePに入れ)'-と言--,てるわけではたいLr)です

那,いろんな諸外国の状況からみても国の経済を安定 し

たませて,左おかつまだもrrl′レLはPを人きくできるハ

では.ないかた考えているOでございます_それて特定疾

患の場合.国が面倒見てくれるわけで.

司会 先生,これは特定疾患とは適 うのですが.

申出 それと似た格好です軌 ただそれをどこでやる

にしろ,税金が教練は,誰が出すといったら国民が出さ

ざるを得ないわけですからチ私は下手すると増税の問題

に絡んで くるのではないかと思 うのですが,こうなると

皆がこれをすんなり認めるのは難 しい.だから私は最終

的をこぼ高舘発生がおっしゃった通 り予剰 まり政治が動 く

しかないのではないかと思います｣

るのですが,例えば心臓静聴の場合をこ我々費周を概算 し

て見たことがあ巧まず.-人当り二千四百万円掛かるで

しょう.これは受けるレシピエントの方だけでありまし

管, ドナーについてはまたいろいろな問題が発生するわ

けであります.それも点数とかでは換算できない性質碍

屯のであろうという事なんです.今の保険医療という魁

のは結札 そCT)医墳内容か標準化してきた場合に後追し､

おっしゃっているような内容が,即ち,移植医療が標準

化 してきたらこれは当然今の考えをもってしましても,

保険医療の中をこ入って行 くわけですから,それを後追い

していくまでの問題であるかと思います.臓器移植その

ものを分けて,特別に髄の財源から分けてあるという車

はこの保険医療を運営 して行くときにはむしろ危 うい考

えではないかと思います, しばらくの間は様子を見るこ

とが必要だと思いますが,その間の財源をどの様にして

確保 して行 くかということが現実的ではないかと思い資

チ.

田島 それでは当面の対応としてどうすることになり

ましたか.

和泉 それは原資とをどうするかということと表裏一

体の率となるかと思うのですが,私もドイツの-メ-バー

で実際に移植を受ける人n場合.保険会社がこし7)ノ､は実

際に受ける価値があるのかを判断 している場合を見渡し

た汎 その原資が確保できる体制が無いと,尊でも棄際

には欧米では行われていないわけであり蜜す.田本の相

互扶助の考え方から見れば,それをどこかの第三者的な

機関で幕引きをする必要があるでしょうけども,少なく

と鮎平等であることが原則となっている以上,標準の医

療内容として成熟 したという意味ですけども,そこまで

来た磯合は保険医療の枠蔽みの中でやるべきだというこ

とが私の考え方です,

阿部 開業 しているものなのですがや今のお話からレ

ベルが落ちるかむ知れませんけど,保険での診療が始ま

るというのは患者さんが医療磯閑の窓口で保険証を提示

してそこから始まるわけですけども,往々にしまして月

初めに一回保険証を確認すれば良いということになって

おりますが,例えば会社の所在地が変わって引越 しをし

管,月中で記号番号が政府管掌で変わったという場合で

すね,それを編乱 してよこすわけですね.あるいは月初

捌 こ開練に入っており蜜Lて,月半ばから社裸になった

という場合をこ残月以降は支払基金と国保適合とですね良

宅お話食をされて,その辺を医療機関の責任でなも､のを

医療機関に転嫁 して来る傾向があるのですが,そ飛違の

所はもう少しうまく綴み合わせはできないものかと,思っ

ているんですがレベルの低い話で申し訳ないんですが.

小池発生辺 りにご意見をお聞きLたいのですが.

商館 ただ今のご質問は月の初めに証を確認 したが,

月の遮率に資格の変更,あるいは政管の被保険者であっ

て鮎保険証が変わってくる場合です転 変わったところ

からは,喪失後の医療費は緒てないと返 Lてくる,それ

から月初鋸 ま国保だったものがま0日から健保になったと

返すわけですね.これは医師会の方とも約束がございま

して,月に一回保険証を確認いたしました場合,その月

の医療費の支払いは証の確認されたところでいた します

という約束なのです,ですから-番悪いのは本人であり9

本人が資格が変わったら保険証を持って行ってくれれば

良いのですが,持って行かないからそのような問題が起

きるわけであり潰すので, レセプ トが返却されて参りま
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したら,月初めに証を確認 しているから,返還に応 じな

いと言っていただければ良い殿です.その場倉には保険

者をこおいて本人に返還を命 じ返還後は,資格のある保険

者をこおいてチ 本丸をこ療養費で支給いたします.ただ私が

最近心配 しておりますのが9どうも-部若干乱れている

のがある様です.一時かなり軌道に乗ったのですが,煤

険者の担当者が変わることにより,乱れてきている釣で

はないかと,心配はしているわけです.

阿部 はい,確かに最近は滅多をこなかった事なのです

那,ここ数カ月毎月必ず同じ,今お話 したことが,まあ

会社が引接 したか本人が特に変わったとか,個々の例で

違うのですげども,返 してきたりとか.

司会 この問題は承っておきまして,実はこの6月23

馴こ新潟地区の保険診療疑義懇談会という例年のものが

県医師会で行われますので,そこでまた詳しくお話いた

だければと思います.何か髄にございませんか,

広川 三之町病院の広川と申します,私も身近なこと

で申し訳ないのですが,保険のレセプ トの審蜜というこ

とでちょっと疑問を持っているので,どうしたらいいか

という事でご質問するのですが,私の例で前に心臓の検

診で心臓がちょっと肥大しているという患者さんで,鰭

診とか心エコーとかをやりまじたら,僧帽弁狭窄症があ

りまして亨24時間心電図をやりましてもときどき上室性

期外収縮が出ていますので,将来的には心房細動に移行

するのではないかということで,まだそれほど悪い状態

ではないのですけども窪期的に経過を見るし,治療 して

いかなくてほならないという理由でジギタリスを出した

んですけども,実はレセプ トで僧帽弁狭窄症ということ

でジギタリスを出したら,僧帽弁狭窄症というのはジギ

タ】)又は最期投与を認められないということで,2週間

分査定されてしまったという経験がありまして,そうい

う杓子定規的なレセプ トの審査の仕方,査定の仕方に問

題があると思うのですが,私としては勤務医ですから病

院に損をさせたくないということもありますので,後で

か レテを引っ張り出して心弁膜症の名前 しか書いていな

くて,一様に薬を4週間出している人にはみんな心不全

という病名を後に全部 くっつけて, レセプトを出 したり

これは自分の対右監策というか病院に損をさせたくないと

いう意志からそういう処置を取ったのですが,緩もう一

つこれは開業医の先生からお聞きした例なのですが,や

はり我々の病院ですと CT とか MR王等がありますか

ら例えば脳梗塞とか脳出ぬとか検査すれば分かるわけで

すけども,開業の発生はもちろん CTや MRIはお撮

りになっていないと思いますので,脳血管障害というニ

二.)tqI

とで薬を30日分授与 したら,磁血管障害という病名では

最期授与は認められないということで2週間分に登窪き

れたという非常に杓子定規的な,我々からすると学問的

には僧帽弁狭窄があればやはり心不全はある程度つきま

とっているものであるし そういう病名さえ雷いてあれ

ば大きな意味でその範中,それから脳血管障害といえば

脇梗塞か脳出血か決まっているわけですから,非常に杓

子定規的な査定のされ方をするので我々も全てそうとは

限らないのですげども,最初からそのようにいきなり切

られてしまうというそういう問魔にどう対勉 してよいか,

兜ほど小池先生もおっしゃったように学問とは適 う保険

の診療を審査するのは全 く学問的ではないある約束事だ

というおっしゃったんですけども,我々はその約束事を

よく理解 して本当をこ杓子定規的な病名でレセプ トを作成

しなくてはいけないのかという問題に関 L和泉発生に教

えていただきたいのですげども.

和泉 私の所にこなかったことが不運ではなかったか

と思 うのですが,MSであればジギタリスを授与する

しそれは問題無いと思いますけども,ただパナルジンな

んかの投与につきましてはやはり副腎周もあるものです

からこれは用法用量にきちんと則って病名を書かれた方

がよろしいのではないでしょうか.特にパナルジンなん

かの場合には胃液痛のいかにもアタテ1ブな治療をやっ

ていながらパナルジンを処方 している例がみられます.

せざるを得ない場合があるわけですけども,そういう場

合には,扇田作周がありますので,薬剤を見てこの患者さ

んには効果があるから今使わなくてほならないというも

のについては,やはりそれだけの構えた姿勢でおやりに

なった方がよいと思います.また後半の質問をこついては

私は事例としてはありうると思います.それに対しご不

満のある場合にはそれを吸収するシステムがあるわけで

すから,内に秘めておかないで党ほど密室審議というこ

とを話 し窪したが,少なくとも私の関係 してます支払基

金では密室でやらないようをこ豪農農が努力しております

ので,ぜひそれに対する意見を上げて私らえれぼそれに

対処するような方策が取られるものだと思います.

田中 適応に応じたお菜を使って,それに応 じた審査

をしているわけですから,それは制度ですのでそれはや

むを得ないと思います.やはりきちんとした規則の上の

乗っかっていかざるを得ないと思います.例えば振戦の

患者さんは神経内科をこ多いのですが,振戦に非常によく

効 く薬を出してもですぬ,例えばそれがてんかんに使 う

薬ですと振戦と審いても通らないのですね,そういう場

合どうするかといいますと,結局てんかんにせざるを得
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ないのが現在の制度なわけで. こういう事を若いJJ･こ言

うのもあれですけども.医局員にはできるだけ制度に乗っ

かった形でとにか くやって欲 しいとい･')言い方を医局内

では しておi)ます.

司会 審査会の態度としましては必ず しも杓子定規的

なものを当てはめているというわ汐ではございません申

それは.やは り定めLTっわたものがある限 りそれに準拠 し

た対応を しな くてはなLIっないと思います.それは医療 と

いうのはもち71ん患者さん相手iこやるものなのですけど

ち,そ才‖こは医療を行 う側と医療費を支払 う側､その両

方が納得のい く医療で加 十九ばなど-)ないと思います.そ

うい-)たことを色 々LL_考えなかL.)審恵をや一-,てい くとい

うことでございます.今.和泉先生がおっしゃったよ･'l

に医噂機関側 も納得のいかない点があJHよ,再審査請求

といった手段を通 して輿論を唱えてし､たたければ,それ

に対する対応はきちんとしているつもりなのでそのよう

にこ承知願いたし､と思います.

時間がきて しまいました.色々とも･-7少し議論を した

かったのですか.最後iこ現在の中医協 とか日本医師会上

か卑生省とかしり動向をお話 し_ておきます上 今.公的医

墳保険の役割 を煮つめているとこ7-で.特に特定療養費

がないのでお分かりをこならない方がおられると思 うので

すが,言 うなれば歯科医療をこおける入れ歯ですかすその

際の差額みたいなものを特定療楽費制度 と考えてもちつ

てもよいのですが.それを医科の医療に-1し､て も当ては

めようという形が考えられているわけですね.それから

これは財源のあり方という問題 もあ りますが, もう少 し

給付内容の見直 しとして.あんな大きな声でしょ言わなし､

のですが,心の車では厚生省 も考え日医 も考えているよ

うな給食料 と室料の問魔です. どこにいても御飯は食べ

るし,電気は使 うし 都農をこ寝ているのだから,それを

全部医療保険でまかなうかと,それは限 りな くパイの拡

充が出来れば問題はないとは思いますが,本質的に考え

ますとそ ういった生活部門iこ関 して果た して保険の範中

にいかていいのかということがあります.先 日も日本医

師会で,社会保険研究委員会の会議があったのですか,

そこで もをの問題が出てお りました しきそれから薬の問

題で今は総医療費が24兆円とい--,た中で薬剤に関する部

門が約 8兆円になっています. 3分の 1は実は薬屋 さ人

の所へいって しまっている,今医療費が24兆円で毎年 1

兆円ずつ膨大 してる,その中で薬剤費の占める割 合が阜

いため薬漬けだと非難 さIL1ているわけですが,実はその

中の8割 く(-)いは メ一一カー1T)刀-行っており､ 日医の常

任理事の言葉を借 りれば ｢薬巌 さんの一入集い｣で医療

機関は赤字で患者 さんも楽になっていない, メ…カ-鷲

せ人 .いずれに してヰ),そ うし､う様な問題もあると思い

ます し 奪出来高払いと包括払いの問題 も色々出てきて

おります.今後の診療報酬の改訂では少なくて も複数の

メニュ-が提示されると予測 きれています.それはどう

いう形をこなるかといい渡すと,多分病院と診療所の体系

があるかと思います.それから今貰ったことに関 Lまし

ても-括包括払いで行 くかあ くまでも出来高払いで行 く

か,今で も老人医療の車で--括請負制みたいなものがあ

るわけですが,そ ういうものとそれから,あ くまでも出

来高払いにするかというような複数の授泰が行われるの

ではないかと考えられ愛す&ただそれが全体のパイの拡

大にはつながらないということから,静索報酬の改訂が

行われて 転, 漆ことに微々たるものになるのではないか

上観測 され ます.

大変首足 卜,すですか時間か参 りまし･,+/_しりて本E_1mシン

ポジウムはこれをもって終わらせていただきます. ご協

力ありがとうござい蜜Lた .


