この議 事 速 報 （未 定 稿 ）は、正 規 の会 議 録 が発 行
さ れ る までの間 、審 議 の参 考 に供 す る た めの未
定稿版で、一般への公開用ではありません。
後刻速 記録 を調 査して処置 することとされ た発
言、理事会で協議することとされた発言等は、原
発言のまま掲載しています。
今 後 、訂 正 、削 除 が行 わ れ る 場 合 があ り ます の
で、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と
受け取られることのないようお願いいたします。

○髙鳥委員長 次に、尾 かな子君。
○尾 委員 立憲民主党・市民クラブの尾 かな
子です。
まず、私の方からも、先週末に起こった平成三
十年七月豪雨で被害に遭われた皆様に心からお見
舞いを申し上げたいと思います。
この災害による死者数は百六十人を超えた、行
方不明者がいまだに五十人を超える、十五府県で
七千二百人余りが避難をされているという状況に
なっております。
また、この豪雨で犠牲になられた方々、御家族、
関係者の皆様には心からお悔やみを申し上げたい
と思います。
加藤厚生労働大臣におかれては、御地元であり
ます岡山県真備町で甚大な被害が発生しておりま
す。心からお見舞いを申し上げたいと思います。
こういうときに我々が本当にここの委員会で医
療法、医師法の議論をしていいのか、私自身は非
常に複雑な思いを抱いているということを申し上

げ、質問をさせていただきたいと思います。
まず、先ほどから質問にある地域医療構想につ
いて、私の方からもお聞きをしていきたいと思い
ます。
まず、この地域医療構想ですけれども、二〇一
四年六月の医療介護確保総合促進法の成立を受け、
厚生労働省は各都道府県に対して、二〇二五年に
向けて地域における病床の機能分化や連携を進め
るため、地域医療構想の策定ということを指示さ
れております。地域医療構想ガイドラインを参考
に、構想区域を設定し、二〇二五年の構想区域ご
との医療需要や目指すべき医療提供体制、医療機
能別供給量、それらを実現するための施策などを
策定することになっています。各都道府県におい
ては、もう二〇一六年度末までにこの構想の策定
は終了をしているということであります。
この地域医療構想の実現に向けては、まず、地
域医療構想調整会議において医療関係者、医療保
険者等の関係者が協議を行うことになっています
が、自主的な取組だけでは進まない場合、今回の
法改正によって都道府県知事に権限が追加をされ
ております。
お手元の配付資料一のところで、赤で囲んでお
りますけれども、構想区域において既存病床数が
既に将来の病床数の必要量に達している場合には、
当該構想区域に医療機関の新規開設、増床などの
許可の申請があっても、必要な手続を経た上で、
都道府県知事が許可を与えないことができるとす
るなどの対応が今回可能になりました。これは、
公的医療機関等へは転換の中止、病床削減などの

命令ができる、そして民間医療機関には要請、勧
告ができることということになっております。
これについて、まず質問ですけれども、これら
病床数の調整に当たって、地域医療支援病院など、
住民の生活確保に直結している地域医療、これを
守る観点で行われるべきだと考えます。まず、大
臣の御所見をお伺いしたいと思います。
〔委員長退席、橋本委員長代理着席〕
○加藤国務大臣 まず、地域医療構想の達成に向
けては、医療機関ごとの具体的対応方針が速やか
に策定されるよう、地域の医療関係者等で構成す
る地域医療構想調整会議において昨年度から二年
間程度で集中的な検討を行うこととしております。
このため、昨年八月に、公立病院、公的病院等に
ついて、地域で求められる役割やそのあり方を議
論していただくよう要請するとともに、民間医療
機関についても、本年二月に、協議のスケジュー
ル等、開設主体に応じた協議の進め方を都道府県
にお示しをしているところであります。
この地域医療構想調整会議においては、公立、
民間を問わず、各医療機関の役割について明確化
した上で、地域医療において適切な病床機能の分
化、連携、転換、これを進めていくことが重要だ
と考えております。
厚労省としては、地域の議論の進捗状況を把握、
また、それを公表し、そして、その状況に応じた
地域医療介護総合確保基金の重点配分等を行うこ
とで各地域において集中的な検討を更に進めてい
ただき、地域医療構想の達成に向けた一層の取組
を加速していきたいと考えているところでありま
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す。
○尾 委員 今ちょっと御答弁の中にありました、
都道府県は二〇一六年度までに地域医療構想とい
うのをもう策定をしております。そして、先ほど
大臣の答弁にあった話なんですが、実は、二年程
度で集中的な検討というのは、骨太方針の二〇一
七で入ったものなんですね。具体的議論をやって
いこう、つまり、策定してから、こうして骨太の
二〇一七で二年間程度でやっていこうという話が
出ました。
そして、ことしの六月十五日に骨太の方針二〇
一八が閣議決定されましたけれども、そこでは、
「医療・介護提供体制の効率化とこれに向けた都
道府県の取組の支援」として、地域医療構想実現
に向けた具体的な方針というのが記述をされてお
ります。その内容としては、「公立・公的医療機
関については、地域の医療需要等を踏まえつつ、
地域の民間医療機関では担うことができない高度
急性期・急性期医療や不採算部門、過疎地等の医
療提供等に重点化するよう医療機能を見直し、こ
れを達成するための再編・統合の議論を進める。
」ということで、前回、骨太の方針二〇一七には
なかったことが入ってきたということになります。
まず、文言の確認をしたいと思うんですけれど
も、先ほども大臣が御答弁いただいたように、公
立病院に関してというのは、一つは新公立病院改
革プラン、そして公的医療機関等二〇二五改革プ
ランというものが、昨年八月、策定するように指
示をされておられます。このプランでは、地域医
療構想を踏まえた当該病院の役割等の方向性を明

確化することを求められ、地域医療構想調整会議
においてその役割について議論することとなって
おります。
先ほどの骨太の基本方針二〇一八では、公立・
公的医療機関ということで、等というのがありま
せん。しかし、こちらの公立医療機関等二〇二五
プランというのは、ここは等が入っているわけで
すね。このプランの中で、対象病院は、等が含ま
れますので、これは、日本赤十字社であるとか、
共済組合であるとか、国立病院機構であるとか、
地域医療支援病院など、ちょっとこれはたくさん
あるので全部は申し上げませんけれども、こうい
う公的医療機関等ということで、公的医療機関に
含まれない国立病院機構や地域支援病院などが含
まれているということであります。
これは、なぜ公的医療機関という言葉と公的医
療機関等ということで文言が違うのかということ
について、骨太の方針二〇一八のところでの公的
医療機関とは実際どのような医療機関が対象にな
るのか、そして、これは公的医療機関等二〇二五
プランの対象とは違う病院になるのか、まず確認
をしたいと思います。
○武田政府参考人 お答えをいたします。
公的医療機関等二〇二五プランにつきましては、
昨年八月に、医療法で規定する公的医療機関のほ
か、共済組合、健康保険組合、地域医療機能推進
機構や国立病院機構等が開設する医療機関、特定
機能病院等に対し策定を要請をしたところでござ
います。
これは、公立病院以外の公的な性格を持つ医療

機関全てについてプランの策定を求めたものでご
ざいまして、医療法では公的医療機関という定義
がございますので、公的医療機関等という形で正
確な形の表記をさせていただいたものでございま
すけれども、いわゆる骨太の方針二〇一八では、
「公立・公的医療機関について」ということと、
その後、「地域の民間医療機関では担うことがで
きない」というような表記がございまして、大き
く分けて、公立・公的医療機関、そして民間医療
機関というふうな分類で記載をしたところでござ
います。
したがって、性格的に公的な性格を持つ医療機
関につきましては、骨太の方針についても「公立
・公的医療機関」ということで指し示しておりま
すので、公的医療機関等というところで私どもが
お示しをした国立病院機構も含む広い概念の公的
医療機関ということを指しております。
したがって、両方の範囲において異なる点はな
いというふうに御理解をいただきたいと思います。
○尾 委員 それでは、確認をいたしました。
地域医療構想は、二〇二五年に向けた地域全体
の医療体制について、都道府県が主体となり策定
をしたものです。
医療法第三十条の四の二では、二次医療圏ごと
の各医療機関の将来の必要量を含め、その地域に
ふさわしい、バランスのとれた医療機能の分化と
連携を適切に推進することを目的とするものとさ
れており、構想区域の医療提供体制や医療機能別
供給量については、公立や公的医療機関だけでは
なく、民間の医療機関も含まれたものであります。
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区域内の医療提供体制や人口動態は一律ではあり
ませんので、その調整は、区域内の事情を考慮し
ながら、構想区域内の地域医療構想調整会議で民
間医療機関も含めた議論を行うものというふうに
理解をしております。
しかし、先ほど確認しました骨太の方針の二〇
一八では、病院の再編統合について、公立・公的
医療機関と特定をされております。地域医療構想
実現に向けた具体の方針として、国の主導で、民
間医療機関を除いた公立・公的医療機関だけの再
編統合について議論を限定することにはならない
のか、負担を強いることにならないのかというこ
とについて御答弁をいただければと思います。
○武田政府参考人 お答えをいたします。
地域医療構想調整会議における議論でございま
すけれども、私どもといたしましては、公立、民
間を問わず、各医療機関の役割について明確化し
た上で、地域において適切な病床機能の分化、連
携や転換を進めていただくことが非常に重要だと
いうふうに考えております。
先ほどの中で、公立・公的医療機関についての
議論を先に進めるといったことになっていること
につきましては、地域における救急医療、小児医
療、周産期医療等の政策医療を確保する観点から、
公立・公的病院等を中心とした機能分化、連携の
推進に関する議論を一層深化させる必要があるこ
と、地域医療構想に関するワーキングにおいて、
公立・公的医療機関については、財政、税制上の
優遇措置がとられていることから優先して議論す
べきとの意見があったことなどを踏まえて、まず

は公立・公的医療機関の再編統合の議論を進める
必要があるということで進めているところでござ
います。
厚生労働省といたしましては、公的医療機関と
民間医療機関が地域の実情を踏まえた適切な役割
分担のもと、地域医療構想の達成に向けた取組が
進むよう、地域の議論の状況を定期的に把握しな
がら、きめ細かな助言などを行ってまいりたいと
考えております。
○尾 委員 今答弁いただきましたけれども、今
の骨太の方針でやってくるのを見ると、やはりど
うしても公的な医療機関だけが狙い撃ちされるん
じゃないかというような私は危惧をしております。
地域医療構想調整会議、さまざまな主体から構
成されているんですけれども、この地域医療構想
に関するワーキンググループでも指摘をされてお
られますけれども、学識経験者ですね、大学関係
者の会議への参加状況が九％と非常に少なくなっ
ております。これでは、調整役として発言する役
割、利害関係者じゃなく、大所高所から発言する
人が会議にいないということにならないでしょう
か。これについては改善を図るべきだというふう
に申し上げておきたいと思います。
また、このワーキンググループの資料を見ると、
議長が、郡市医師会が担っている区域が七一％、
事務局は、都道府県の本庁と保健所を合わせて九
九％であることが示されております。このような
状況で事務局と調整したら、これは先ほどから申
し上げている公立・公的医療機関のみのやはり再
編統合を優先させるような調整にならないのかと

いうことは危惧をされます。
僻地における医療、救急、災害、周産期など、
不採算や特殊医療の多くは公立病院が担っており
ます。先日来の大雨による災害などにおいても公
立・公的医療機関の役割は非常に重要でありまし
て、特に、全国の災害拠点病院は、自治体立が四
二％、国立が一三・三％、公的が一八・二％で、
合わせて七五％を占めているということでありま
すし、現在も、公立・公的医療機関からのＤＭＡ
Ｔ、災害派遣医療チームが現地で奮闘をされてお
ります。
ですから、大事なのは、公立、公的、民間、そ
して国立病院を含めた全ての医療機関に対し、経
営形態にこだわらず、来るべき二〇二五年に向け、
地域医療の確保と住民の生活を守るという観点で
地域医療構想実現のための医療機能の調整、検討
を行うよう、国としての支援をお願いしたいと思
っております。
時間がありませんが、ちょっと次の質問に行き
たいと思います。
在留外国人の国民健康保険の不適正事案通知制
度についてお伺いしたいと思います。
配付資料を一枚おめくりください。
「全数調査 高額な医療サービスを受けている
在留外国人について」ということで調査されてお
りますけれども、まず、一つ私は不思議に思った
んですが、この配付資料に、きのういただいた私
の資料と事前に私が手に入れていた資料で違うと
ころがあります。それは、米印、下のところ、外
国人年間レセプト総数が一千四百八十九万七千百
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三十四件、条件一、二、三プラス外国人で抽出し
たら千五百九十七件、ここが、実はきのういただ
いた厚労省の資料からはこれがありませんでした。
これは一体なぜ、きのういただいた資料にはな
く、三月に頂戴した資料ではあるのか。ここをわ
かったら教えてください。
○鈴木政府参考人 これは、先生にお渡しをいた
しました資料と私の持っている資料で作成の年月
日が違って、ここの部分があるかないかというこ
とでございますので、それ以上の他意があるもの
ではございません。
○尾 委員 というのが、これがあるかないかで、
一体何万分の一の確率なのかということが全然違
ってくるんですね。
これでいうと、この条件で抽出したら千五百九
十七件だった、つまり一万分の一件が〇・〇一％
なんですねというのがこれではわかるけれども、
この下がなければ割合が全然見えなくなるわけで
す。
という部分で、私は、きのういただいた資料は
非常に説明資料としては不十分なものじゃないか
なというふうに思います。
それと、一枚おめくりいただきまして、配付資
料三枚目のところで、実はこの調査をもとに通知
を出されているんですね、昨年十二月に。赤線を
引っ張ったところで、「在留外国人不適正事案の
実態把握を行ったところ、その蓋然性があると考
えられる事例は、ほぼ確認されなかった。」この
配付資料二のところでも、ほぼなかったというこ
とをおっしゃっています。

ほぼ確認されなかったにもかかわらず、なぜこ
のような通知を出しておられるのか、御説明いた
だければと思います。
○橋本委員長代理 鈴木保険局長、申合せの時間
が経過をしておりますので、手短にお願いします。
○鈴木政府参考人 はい。
先生御案内のように、この調査では不適正事案
はほとんど確認されませんでしたけれども、一方
で、国民健康保険は、御案内のように、公費ある
いは住民からいただいた保険料を財源として、相
互扶助でできている制度でございます。したがい
まして、さまざま報道等ございますが、偽装滞在
で国保に加入して高額な医療サービスを受ける、
こういったようなことはごく少数であっても、あ
ってはならないということで考えております。
こうした認識に立ちまして、御指摘の仕組みを
試行的に実施をするということにいたしたところ
でありまして、引き続き国保の適正な資格管理に
努めてまいりたいというふうに考えております。
〔橋本委員長代理退席、委員長着席〕
○尾 委員 これはちょっと意図がなかなか不明
確だなというふうに思います。また引き続き一般
質問等で聞きたいと思いますので、よろしくお願
いします。
以上で私の質問を終わります。ありがとうござ
いました。
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