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
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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。

○冨岡委員長 次に、尾 かな子君。
○尾 委員 おはようございます。立憲民主党・
無所属フォーラムの尾 かな子です。
きょうは健康保険法の改正法案ということです
けれども、審議に行く前に一つ確認をしておきた
いことがありますので、お聞きします。
年金事務所長のツイッターへの不適切な書き込
みの対応についてということでお聞きしたいと思
うんですけれども、日本年金機構の年金事務所長
が匿名で、属国根性のひきょうな民族とか、在日
一掃、新規入国拒否などとインターネットのツイ
ッター上でつぶやいていたということで、これは
報道でも明らかになっております。
匿名性のもと、外国人を差別する内容で、本当
にこれは看過しがたい行為だと思っております。
年金事務所長という、個人情報もとれる、取り
扱うことができる責任者がこのような人種差別的
な行為そして投稿をしていたことというのは、本
当に、日本に住む市民にとって、外国人住民にと

っても非常に脅威となる出来事だと思います。
まず、この件についてどのように対応されたの
か、お聞かせください。
○高橋政府参考人 年金事務所の所長が個人のツ
イッターで極めて不適切な発信をしていたという
こと、国民の信用を失うものでございまして、極
めて不適切、まことに申しわけないと考えてござ
います。
本件につきましては、日本年金機構におきまし
て三月二十四日日曜日の朝に本人から報告を受け、
その後、直ちに機構の理事長から私にも連絡がご
ざいました。すぐ対応を協議いたしまして、翌日、
三月二十五日月曜日の朝に速やかに前所長を解任
したところでございます。また、同日、全職員に
対しまして、綱紀粛正、ツイッター等の利用、Ｓ
ＮＳの利用につきまして、綱紀粛正に関する注意
喚起の通知をしたところでございます。
また、本人が個人情報を不正に利用していない
ことにつきましては機構におきまして現時点で確
認しておりますが、引き続き調査の上、必要な厳
正な対処を行うこととしてございます。
○尾 委員 これは信用失墜行為だと思うんです
けれども、そういう認識はおありですか。
○高橋政府参考人 まさに信用失墜行為でござい
まして、機構の就業規則におきましても、機構の
内外を問わず、ソーシャルメディアの不適切な利
用及びその他の不適切、不正、不義の行為によっ
て機構の体面を傷つけ、機構の名誉を汚し、ある
いは信用を失墜させる行為をしないこと、こうい
うふうになってございます。

また、勤務時間中にやっておりましたというこ
ともありまして、職務専念義務の点でも問題があ
るというふうに考えてございます。
○尾 委員 ということは、いつまでに調査を終
えて処分をするということでいいんでしょうか。
今後のことを教えてください。
○高橋政府参考人 これにつきましては、近々に
も厳正な対処をして、処分を機構の方で行うとい
うこととしてございます。
○尾 委員 これは個人の所長がやったというこ
となのか、それとも、組織的にこういう発言をし
てもいいんだという雰囲気があるのか。これから
議論の中でもまた年金の話も出てきます。その職
員が、私も消されたツイッターの内容を見ました
けれども、本当にひどいです。こういうことは、
個人の処分だけで終わらないようにしていただき
たいと思うんですね。例えば、ほかの職員や年金
事務所の方々に対して何か研修とかを今後される
予定はあるんでしょうか。
○高橋政府参考人 ソーシャルメディアの利用に
つきましては、機構におきまして、これまでも情
報セキュリティー研修等々で、業務関連のものに
つきましては発信はしないですとか、業務外のも
ので、個人のものであっても取扱いに注意する、
こういうことを研修等でしてきたわけでございま
すが、今般、改めて全職員宛てに機構におきまし
て通知をするとともに、今後の研修等で徹底をし
てまいりたいと考えてございます。
○尾 委員 二度と同じようなことが起こらない
ようにしていただきたいと思います。
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さらに、続けて、厚労省の職員の方のお話をお
聞きしたいと思うんですが、もう新聞報道でもあ
りますとおり、申請許可を受けていない状態で韓
国に渡航された。その前、前の週にはタイにも行
っておられたということでありますけれども、そ
れも問題だと思いますし、逮捕されていたという
ことをこの厚生労働委員会の理事会においてしか
言わなかった、求めに応じてしか言わなかったと
いうこと、これもまた非常に問題だと思います。
ただ、今回、私が問題にしたいのは、韓国の空
港の中で、お酒を飲んだ上で、英語で韓国人は嫌
いだと、これは報道でそういうふうに言われてい
ますけれども、英語で言いながら、航空会社の職
員に暴行したということでありまして、なぜこの
ようなことが起こっているんでしょうか。
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。
今回の前賃金課長の件につきましては、極めて
遺憾でございまして、三月二十日付で直ちに大臣
官房付に異動させる人事を行ったところでござい
ます。
本件についてでございますが、前賃金課長は、
業務外の私的旅行で韓国に渡航中の三月十九日、
ソウルの金浦空港において大韓航空職員に暴行を
したということで、警察に拘束、逮捕されたとい
うことでございます。
また、三月十七日夕方には前課長が日本航空職
員との間でトラブルを起こしたということも確認
をいたしております。
厚生労働省といたしましては、課長の職務を継
続させることは困難と判断して官房付に異動させ

たところでございます。
また、事実関係につきましては、この事件の発
覚直後に労働基準局の課長を現地に派遣いたしま
して調査も行っておりますが、引き続き、事実関
係について現在調査中でございます。事実関係を
しっかり把握した上で厳正に対処する方針でござ
います。
○尾 委員 この方についてはいろいろ経緯があ
ったというのは聞いているんですけれども、その
ことと、こういうヘイトスピーチや、その国にお
いてその国の人たちが嫌いだと言うようなことは
別の話だと思っております。
ちょっと新聞報道で見ると、大韓航空の労働組
合が謝罪を要求して、賠償も要求するということ
なんですが、これは厚生労働省の方にもう届いて
おりますか。
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。
大韓航空の労働組合からは、本人に対して謝罪
と賠償を求めるという文書を出されているところ
でございまして、これについては厚生労働省にも
届いているところでございます。
○尾 委員 それは厚生労働省に届いているとい
うことなので、厚生労働省としては本人に謝罪さ
せるということになるわけですか。
○定塚政府参考人 この大韓航空労働組合から届
いている文書の中でも、本人個人に対して謝罪と
賠償を求めるという内容になっておりまして、そ
のような対応を求めているものと理解しておりま
す。
○尾 委員 これは外交問題にもなる出来事だと

思います。
ヘイトスピーチというのは、相手を傷つけるだ
けではなくて、そういうことを言ってもいいんだ
ということで、更に扇動していくわけですよね。
あっ、こういうことを言っていいんだ、もっとあ
おっちゃってもいいんだということで、非常にこ
れは社会を不安に陥れます。これも、個人の問題
では私はないと思っております。
ここは大臣にお聞きしたいんですけれども、年
金事務所長そしてこの厚労省の職員と、特に一番
身近な隣国に対して差別的な発言や投稿が続いて
いるわけなんです。これは本当に個人の問題なの
か。やはり組織として、ヘイトスピーチをこれ以
上広げないために、私は、全庁的な取組が必要だ
と思います。
今後、どのように大臣として防止策や対策をと
られるのか、お聞きしたいと思います。
○根本国務大臣 厚生労働省の職員などが不適切
な行為、発言などをしたことについて、これは極
めて遺憾です。
年金事務所の所長が個人のツイッターで不適切
な発言をしていた件については、既に日本年金機
構において綱紀粛正に関する注意喚起を全職員に
対して行ったと承知をしております。
厚生労働省としても、日本年金機構において実
効性のある再発防止策が構築されているかなど、
しっかりと指導監督してまいります。
そして、厚生労働省の元課長の件については、
事実関係をしっかりと把握し、厳正に対処する方
針であります。

- 2 -

a

衆議院厚生労働委員会議事速報（未定稿）
平成31年4月3日

厚生労働省職員は、業務外の私的行為であった
としても、国民の疑惑や不信を招くような行為を
厳に慎むべきであり、今般の事案も踏まえ、今後、
綱紀粛正を通知等により改めて徹底するようにし
たいと考えています。
○尾 委員 大臣、これは遺憾の言葉だけでいい
んですか。そのヘイトスピーチをした方々に対し
て、また、それで恐怖を感じた方々に対して、極
めて遺憾ですという言葉だけでいいのか。そして、
綱紀粛正ということだけでいいのか。私は足りな
いと思います。もう一度お答えください。
○根本国務大臣 業務外の私的行為であったとし
ても、国民の疑惑や不信を招くような行為、これ
は私は厳に慎むべきだと思います。そして、今般
の事案も踏まえ、今後、綱紀粛正を通知するなど
によって改めて徹底するようにしたいと考えてい
ます。
○尾 委員 私は、大臣であれば、差別は許され
ないとかそういうことを言っていただきたかった
なと思うんですが、同じことを繰り返されたので、
これは非常に残念だと思います。
これから、四月一日には新しい在留資格、特定
技能の方々も来られるわけです。労働とか健康保
険とか年金とかの窓口にも来られるわけですよ。
そういう人たちをこれから厚生労働省はしっかり
とサポートしなければいけないのに、こういうこ
とが立て続けに起こっているというのは一体どう
いうことなのか、大臣はもっと危機感を持ってい
ただきたいと思います。
それでは法案の方に行きたいんですけれども、

吉田委員からもありましたとおり、これは束ね法
案で出てきているんですよね。一体何本束ねてい
るんでしょうか。
○樽見政府参考人 お答え申し上げます。
この法案におきまして、本則で改正する法案は
八本でございます。
○尾 委員 八本もの法律を束ねられては、やは
りなかなか論点が深まらないわけです。ですので、
こういう出し方は本当はやめていただきたいと思
います。きっちり、いろいろな論点があるのに、
八本も束ねられたら、こっちだってなかなかでき
ないわけです。ですので、こういう出し方は本当
は制限をしていくべきだと思います。
今回、健康保険法の改正なんですけれども、先
にちょっと、外国人の受入れ・共生のための総合
的対応策の方からお聞きしていきたいと思います。
これは本当に受入れ・共生のための総合的対応
策なのかということをすごく思うんですね。何か、
締めつけている、調査する、水際で何とかするみ
たいな、そういう趣旨のものが多いような気がし
ています。
まず一つが、国民健康保険について、在留資格
の本来活動を行っていない可能性があると考えら
れる場合に市町村が入国管理局に通知する枠組み
について、前回、去年は試行的だったんですけれ
ども、通知対象を拡大するということで、ことし
の一月十七日付で、保険局国民健康保険課長名に
おいて、在留外国人の国民健康保険適用の不適正
事案に関する通知制度の運用についてという文書
が出されております。私は試行的運用のときから

ずっとこれを質問してきたんですけれども、これ
が本当に外国人との共生の政策なのかという気が
します。
なぜこのような通知制度をする必要があるのか、
立法事実があるのか、まずお聞かせください。
○樽見政府参考人 通知制度でございますけれど
も、この通知制度につきましては、国民健康保険
制度は、国内に住所を有する人を適用対象として
おって、外国人についても、適正な在留資格を持
って住所を有しておれば原則として国保の被保険
者になるという制度でございます。
ただ一方で、在留資格の本来活動を行わなくて
専ら医療を受けている不適正事例があるというよ
うな指摘もあるわけでございますし、国籍によっ
て差別することはあってはならないと考えていま
すが、被保険者の支え合いで成り立っている国保
の信頼を確保するために適正かつ厳格な資格管理
というものは必要だというふうに思っております
ので、こうした通知制度、あるいは、今回の改正
におきます、報告を求めることのできる対象の拡
大というようなものについて取り組むこととして
いるということでございます。
○尾 委員 前は高額の限度額適用認定証、これ
だけだったんですけれども、今回更にふえている
わけです。そのような不適正な使用の事実があっ
たのかどうかをお聞かせください。
○樽見政府参考人 御指摘の通知制度の試行的運
用の結果ということで申し上げます。
平成三十年一月から五月までに市町村から地方
入国管理局へ通知をした件数は二件ということで
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ございます。これについて、地方入国管理局にお
いて在留資格の取消しがどうだったのかというこ
とでいうと、在留資格の取消しは行われなかった
というふうに市町村から報告を受けております。
○尾 委員 試行的運用の取組状況、配付の資料
の三ページ目の下のところですね、二件しかなか
ったということなんです。試行的運用で二件しか
なかったものを、これはほとんど効果がなかった
と私は思うんですね、なのに、なぜ、わざわざ今
度また対象を広げて更に実行していくのかという
ことが私にはよくわかりません。
まず、この通知制度をしてほしいと法務省から
要請があったのでしょうか、法務省の方にお聞き
します。
○丸山政府参考人 お答えいたします。
御指摘の通知制度につきましては、国民健康保
険の資格管理、適正化のため、厚生労働省から法
務省への要請をいただき、運用しているところで
ございます。
○尾 委員 そうなんです。
これは法務省から要請があったというならまだ
わかりますよ、協力していこうと。なのに、何で
厚生労働省がわざわざ自分たちから取締りをやら
せてくださいみたいなことをやるんでしょうか。
それって厚生労働省の役割ですか。入国管理の役
割は法務省、医療を必要な方々に、適切な医療が
受けられるように保障していくのが厚生労働省の
役割だと思うんですよ。
ですから、本当に、私は、一体何をやっている
のかということで、驚きを禁じ得ません。

ちょっとこの内容の方を聞いていきますけれど
も、これは通知にありますけれども、この調査を
することや、相手方、窓口に来た外国の方に、あ
なたは何で来たんですか、在留資格は何ですかと
いうふうに聞くというのは、これは任意だという
ことでまずいいですか。
○樽見政府参考人 御指摘のように、任意でござ
います。
○尾 委員 それは任意だというのはどこに書か
れているんでしょうか。
○樽見政府参考人 文書上任意であるというふう
に書いてあるわけではないのでありますけれども、
そうしなかったときに強制措置とか罰則とかそう
いうことがついているわけではないという構成に
なっているということでございます。
○尾 委員 自治体の職員は、でも、こんなのが
来たらやらなきゃいけないと思いますよね、どこ
にもそんなこと、任意だということを書いていな
いんですから。自治体の職員が任意だとわからな
かったら、それは聞かれた相手も、職員から聞か
れているんだから答えなきゃいけないと思います
よね。どこかに任意であるということはしっかり
周知しなければいけないんじゃないですか。
○樽見政府参考人 自治体の職員への、こういう
仕組みについて説明をしたり周知徹底をするとい
う機会がありますので、そういうところで、今の
御指摘を踏まえてどういうことができるかという
ことを考えていきたいと思います。
○尾 委員 しっかりと、これだけだったら、あ
っ、これはやるんだ、やらなきゃいけないと自治

体の職員は思いますよ。なので、しっかりと、こ
れは任意なんだということをわかるようにもう一
度通知を出すなり説明をするなり、どこかでわか
るようにしてください。
ちなみに、これは任意だということですから、
窓口で、いや、私はただ単に国民健康保険の例え
ば高額療養とか出産一時金の支給申請をやってい
るだけで、ここでそういうことを調べて、任意な
ので私はやる必要ないですよねということで調査
をお断りした場合、この人の給付は制限されるの
かどうか、確かめたいと思います。
○樽見政府参考人 被保険者の方からの回答の有
無によって給付制限を行うというものではありま
せん。
○尾 委員 このこともしっかりとわかるように
していただきたいと思います。
本当にこれは不思議な文書でして、前回も試行
的運用のときにも言いましたけれども、例で書か
れているのが、地方入国管理局に提出された書類
が偽造だと判明した。窓口で、どうやって偽造だ
と国民健康保険の窓口の職員がわかるんでしょう
か。在留資格が留学であるにもかかわらず通学し
ていないということがどうやってわかるのか。例
示ですからね、これは。在留資格が経営・管理の
経営者であるにもかかわらず給与所得を得ている
又は税申告がある、これをどうやって国民健康保
険の窓口の職員、最近は派遣の職員も民間委託で
ふえていますから、どうやって調べていくんでし
ょうか。
○樽見政府参考人 具体的なその判断は各市町村
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でお願いをするわけでありますけれども、市町村
職員の推測というようなことを許しているわけで
はなくて、各市町村において、本人からの聞き取
り、あるいはその他の資料、例えば市町村の中で
税の関係とかそういったようなことについては材
料があると思いますけれども、そうしたところか
ら把握をした具体的な事実関係等に基づいて行っ
ているものというふうに承知をしています。
○尾 委員 こんなことを調査していいんですか、
国民健康保険の窓口の人が。
○樽見政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、
まさに被保険者みんなで支える保険制度でござい
ますので、資格の管理の適正ということについて
はやはり制度の信頼を得るという意味で重要なこ
とだというふうに思っているわけでございます。
国民健康保険法におきましては、市町村は、被
保険者の資格等に関して必要があると認めるとき
は、被保険者に対して聞き取りを行うことができ
るというふうに現行法はなっております。したが
いまして、こういうことに基づいて聞き取りを行
っているということでございます。
○尾 委員 これって、結局、外国から来られて
国民健康保険になる方はみんな不正をしているん
じゃないかということで、調べなさいと言ってい
るのと一緒なんですよ。どこが外国人との共生の
政策なのかということなんですよ。
もともと、前も言いましたけれども、労働で来
られている方は被用者保険に入るわけで、国民健
康保険に本来であれば入らない人たちもいっぱい
いるのに、労働者側の雇用者が被用者保険に入れ

ていない場合もあるわけです。なので、こっちの
水際対策ばかりやっているように私には思えます。
こういうことをやることによって、外国人の被
保険者がまるで常習的に不正を働いているという
ような偏見の拡大とか、診療抑制とか給付制限、
給付金の請求を控えるなんということが私は起こ
り得ると思うんです。これについての対応策を、
大臣、お答えください。
○根本国務大臣 既に樽見局長からお話がありま
したが、国保制度はお互いの支え合い、そして制
度への信頼、これが私は大事だと思っております。
国保制度において、適正な在留資格を有して日
本国内に住所を有する者を被保険者としており、
医療滞在ビザの者等は適用除外としております。
その意味で、市町村から入国管理局に対する通
知の仕組み、これについては、国保制度の被保険
者資格を踏まえて、適正な資格管理を確保すると
いう観点から行っているものであります。
これは、市町村において、外国人被保険者に対
し一律に対応するものではなくて、あくまでも在
留資格の本来活動を行っていない可能性があると
考えられる場合に個別に聞き取りを行い、通知を
するものであります。国籍による差別にならない
ことが当然であって、引き続き、国保の適正な利
用に向けて取り組んでいきたいと考えています。
○尾 委員 しっかりと任意であることを周知し
ていただいて、こういうふうに抑制になったり偏
見を拡大するようなことを厚労省がこれ以上やら
ないようにお願いを申し上げます。
次に、窓口における成り済まし対策の方を確認

していきたいと思います。
これも総合的対応策のところであるわけですけ
れども、他人の被保険者証を流用する成り済まし
ですけれども、これを、医療機関が必要と判断す
る場合は、被保険者証とともに本人確認書類の提
示を求めることができるよう必要な対応を行うと
いうふうに今回はなっております。
そのときに、ここに書かれているように、その
際、本人確認書類が提示されないことをもって保
険給付を否定する取扱いはしないこととするとい
うことですけれども、答弁の中で検討ということ
を言っておられたかと思います。
これは、何か通知を出されるということですか。
○樽見政府参考人 いわゆる成り済まし対策、他
人の保険証を流用して医療機関を受診するという
ことでありますけれども、これはといいますか、
これもといいますか、公的医療保険制度への信頼
あるいは安全な医療を確保するという観点から、
適切な対策を実施していく必要があるというふう
に考えているところでございます。
昨年末に取りまとめられた総合的対応策を踏ま
えまして、医療機関が必要と判断する場合に、被
保険者証とともに本人確認書類の提示を求めるこ
とができる旨の通知を発出するということで、今
検討しているところでございます。
これは国籍を問わず発生する問題でございます
ので、外国人だからどうということではなくて、
本人確認を行う際に、外国人、日本人にかかわら
ず、必要があれば実施をするということについて、
その通知の中でも示していくということを考えて
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いるところでございます。
○尾 委員 病院の窓口で、この人には本人確認
書類は必要だという判断は、何を基準に行われる
ことになるんでしょう。
○樽見政府参考人 ちょっと具体的に、例えばと
いうところで、なかなか、今思いついてあれなん
ですけれども、結局、医療機関に来てかかりたい
ということなんですけれども、例えば、今まで何
度かかかって来ているんだけれども、それとどう
も挙動が違うとか、あるいは、診察券を持ってい
るはずなんだけれども診察券を持っていない、そ
の理由について説明を求めるとちゃんと答えられ
ないとか、ちょっといろいろなケースがあると思
いますけれども、まさに、誰に対してもやるとい
うようなことではなくて、やはり疑わしいケース
ということについて行うということでございます。
○尾 委員 いや、今明確なお答えがなかったと
思うんです。
だから、どういうときに必要だと判断するのか、
これは非常に大事なところで、そうしないと、み
んな同じ保険料を払って健康保険証を持っている
人に対して健康保険証だけじゃだめだよと言うわ
けですから、この判断は非常に今問題だと思いま
すよ。
もう一回聞きますけれども、じゃ、どういう書
類でもって本人確認書類を求めるのか。何を出せ
というんですか。
○樽見政府参考人 例えば、外国人ということで
ありますと、在留カードあるいはパスポートとい
うことがすぐ思い浮かぶわけでございますけれど

も、日本人について、今まで、例えば郵便局で、
本人限定受取郵便というところでどんなものを確
認しているかということでいいますと、運転免許
証、パスポートあるいはマイナンバーカードとい
うことが位置づけられておりますほか、複数の書
類の組合せで本人確認が可能ということで、保険
証、年金手帳あるいは学生証といったようなもの
が位置づけられているところでございます。
したがいまして、同様のことを行っていくとい
うことを考えているところでございます。
○尾 委員 私は、これは本当に、医療が必要な
外国人の方がこの成り済まし対策によって狙い撃
ちされて医療を断られるんじゃないかというよう
な懸念をしております。そして、平等原則から外
れていると思うんです。
ちょっと時間がないので、このことを言いたい
んですけれども、添付資料の四ページ目に、ある
病院の、外国人の方へというところで、持ってき
ました。
これは、もとはもうちょっと文章が違ったんで
すね。とりあえず「外国人の方は、診療申込みの
際に在留カードと健康保険証の確認をさせていた
だきます。」と。「在留資格が確認できない場合、
」これは最初、受診をお断りさせていただきます
というふうにされていたんですね。どうも、つい
最近、このように、「受診をお断りすることがあ
りますので、ご了承ください。」ということにな
りました。
在留カードがないと受診をお断りするというこ
とは、これはいいんでしょうか。

○吉田政府参考人 お答えいたします。
医師法におきましては、医師の診療に応ずる義
務というものが第十九条に規定をされておりまし
て、当該義務の有無を判断するに当たりましては、
正当な事由の有無を個々の事由に即して具体的に
検討することが必要となってございます。
と申しますのは、今申し上げました第十九条、
「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた
場合には、正当な事由がなければ、これを拒んで
はならない。」という規定でございます。
その上で、一般的には、今御質問がございまし
た、単に在留カードを確認できないことのみを理
由として診療を拒むことはできないと考えており
ます。
○尾 委員 診察の際に、在留カードと健康保険
証を見せろというふうに求めることについてはど
うでしょうか。
○樽見政府参考人 保険診療を受けるためにまさ
に保険証の提示を求めているわけでありまして、
それとともに、いわば在留カードというのが本人
確認のためということであれば、診療自体という
よりも、保険診療するかどうかということでそう
いうことを求めるということはあるというふうに
思います。
○尾 委員 じゃ、それを出せない場合に、うち
は、例えばほかの病院でもあるんですよ、在留資
格証と健康保険証の確認をさせてもらうというふ
うに書いてあって、それがなかった場合はお断り
する場合があるので御了承願います、これはほか
の病院でもあるんですね。これは許されるんでし
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ょうか。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
重ねて先ほどを申し上げることになりますが、
医師法第十九条の規定に基づく正当な事由という
ものの個々の事例に即して具体的に検討すること
が必要であると思いますが、その上で、一般的に、
今御質問いただいたようなことのみを理由として
診療を受けさせないということについて行うこと
は医師法十九条に反するものと解すると思います。
その上で、先ほど保険局の方から答弁がありま
したように、保険診療というものの形につきまし
ては、別途、保険診療としてのルールに基づいて
の手続があるものというふうに理解をしてござい
ます。
○尾 委員 窓口に行った外国人の方が、診療を
求めるということと窓口で出してくれという違い
がわかるとは私は思えないんですね。結局、こう
いうことをしていて、たくさんの外国の方がこれ
から来られるのに、病院は排除しているんじゃな
いかという疑いを持たれると思うので、ここにつ
いてもしっかりと、通知の部分、成り済ましが外
国人を狙い撃ちにするようなものにならないよう
に対処していただきたいと思います。
時間が来ましたので、以上とさせていただきま
す。ありがとうございました。
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