
　４月から後期高齢者医療制度が始まります。後

期高齢者医療制度は、同時に４月から実施される

特定健診・特定保健指導とセットとして、まず理

解していただきたいと思います。

　老人保健制度が実質上廃止されて、「高齢者医

療確保法」ができました。後期高齢者医療制度は

この「高齢者医療確保法」が根拠法になっている

のですが､ここに後期高齢者医療制度と特定健診･

特定保健指導というものが載っています。

　実は、この２つの制度改革は、高齢者にとって

介護保険制度と同じくらい大改革です。しかし、

介護保険制度当時と比べると世間は殆ど騒いでい

ない。私は、そこに恐ろしさを感じています。介

護保険の場合はマスコミも相当騒いだのですが、

後期高齢者医療と特定健診・特定保健指導はほと

んど騒いでいません。全然騒いでいないのが不思

議ですが、制度が非常に難しいというがありまし

て、実は知られていないのかもしれません。自治

体の担当者も多分担当の２人とか３人、主査と係

長と主任くらいしか知らないという状況下ではな

いかと思います。厚生労働省の課長でさえ、担当

のところ以外知らない、ということで非常に制度

が複雑化しています。詳細がまだ決まっていない

ということもあって、情報が届いていません。本

当に４月からできるのか、ということが非常に懸

念されます。
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　しかも、後で説明しますけれども、後期高齢者

医療制度は実質的には広域連合という別の自治体

が保険者になっています。皆さんの市町村が全面

的に関われるものではありません。非常に中途半

端な制度で、特定健診・保健指導は、国保の被保

険者は自治体が責任を取るのですが、今度は披扶

養者と言われている専業主婦や自営業者じゃない

人たちの健診事業は、政管健保や組合健保の各医

療保険者が責任をとることになります。

　責任が分散されてしまうという非常に危険な状

況じゃないかと、私は思っています。

　まず、後期高齢者医療制度ですが、ぜひ皆さん

に理解していただきたいのは、私の最初のポイン

トの２枚目です。

医療髄度改革における注目.点
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　06年の医療制度改革の注目点を挙げるとした

ら､まず保険者の再編です。これは典型的な例は、

まず政管健保が10月から変わります。これが一番

大きなところです。もう一つが医療費の適正化で

す。この適正化というのは、ある意味医療費が上

昇していくのをできるだけ緩やかにしていこうと

いうことです。簡単に医療費の適正化を３つ絞る

とすると、後期高齢者医療制度がひとつ、二つめ

が特定健診･保健指導の実施､３つ目が療養病床再

編・廃止です。これが医療費適正化の三大注目点

です｡最後の医療制度改革は､医療費適正化のなか

に関連して後期高齢者医療制度となっています。

　療養病床再編は介護難民が出てしまいますか

ら、議員の皆さんには、議会でここを一番攻めて

いただきたいと思っています。私は、療養病床、

社会的入院は是正すべぎだと思っていますが、介

護系の施設が整備されない限りは、これは必要悪

だと思っています。本来であれば介護保険とか介

護施設で面倒見なければいけない人たちを止むを

得ず社会的入院というところで見ているわけです

から、今回の医療費適正化のなかの一つ療養病床

再編・廃止は、介護保険の介護施設の整備を無視

したままでやるのは良くない、というのが私の考

えです。

　今日の話とは関係ないのですが、第５次医療法

改正がありまして、社会医療法人が創設されまし

たレ‥

･へき地医療(管理者要件は見直し)

･救急､小児医療の整備

･医師等の確保(研修医･医局制度を會めて)

　　　　　　　　　　↓

医師等の供給が十分でないと地方を中心に病院経

営にも影響が生じている(自治体病院は？)

上｢社団医療法人｣の創設

　社会医療法人は、従来の公立病院の代わりを期

待されていまして、僻地医療や救急、小児医療な

どの担い手を期待されています。基本的には、こ

の社会医療法人は病院だけではなく、老人ホーム

やいろいろなことが出来ると押さえておいていた

だきたいと思います。私は、この社会医療法人に

ついて専門ではないので、あまり触れませんが、

総務省は公立病院はいらない、と言っています。

民間に任せればうまくいくという考えで、社会医

療法人の創設は、公立病院の受け皿として作って

いますので、注目していただきたいと思います。

私はうまくいかないとは思っています。公立病院

ですらうまくいかなかったものが、社会医療法人

を作ったからといって､うまくいくのか疑問です。

　日本の国民医療費は今33兆円を超えておりま

す。その内３分の１以上が老人医療費になってい

ます。

日本の国民医療費と老人医療費の推移

93年度　95年度　97年度　99年度　01年度　03年度　06年度

･φ･国･･

･優一老･･

厚労省｢国民医療費各年版｣から作成

　33兆円というのは必ずしも先進諸外国に比べ

て、高いとは言えません。これは多くの学者が言

っていますが、日本は非常にコストがいい。それ

は献身的な医師と看護師と公メディカルの人たち

が一生懸命やっているお陰であり、これだけの医

療費でも平均寿命、乳幼児死亡率の問題をクリア

していると言われています。

　イギリスの医療は、実は崩壊してしまって、ブ

レア政権が2000年に入ってようやく1.5倍の予算

をつけたのですが、それでも崩壊したままです。

イギリスの場合ですと、入院するのに３ヶ月も４

ヶ月もかります。イギリスもアメリカと同じよう

４
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に､民間の保険に入っていれば別にいいのですが、

普通の人たちは骨折してもなかなか入院できませ

ん。

　日本というのは、僕は世界一の医療制度だと思

います。確かに、入院の環境など問題もあります

が､どんな人でも､生活保護の受給者でも、３時間、

４時間待たされたとしても一応大学病院に行ける

わけですから。これは諸外国の制度に比べていい

制度だと思います。どんな人でも東大病院に行く

ことができるなんて諸外国では考えられません。

　後期高齢者医療制度の話をすすめますが、さっ

き言いま七だように後期高齢者医療制度と特定健

診・保健指導というのはセットになっています。

今回の改正で、今まで自治体が基本的にやってい

た特定健康診査は各医療保険者がやることになり

ました。例えば、組合健保の中には1500の医療保

険者がありますと、その一つ一つが特定検診をや

らなければいけません。

　先ず、国には特定健康等診査基本指針というも

のがあって、各医療保険者はそれに基づいて特定

健康診査等実施計画をつくります。

　ここが昧噌なのですが、各医療保険者が保有す

るデータを参考に、所属する医師、保健師、管理

栄養士が中心となって作成することになっていま

医療保険者の責務

－喝l

奉

P･･7　　平価などを実施

すが、実は、平成23年にレセプトが基本的には、

電子化になります。例えば組合健保の何々という

保険者は、今までは紙データだったのであまり分

析ができなかったのですが、電子レセプトにする

と自分が抱えている被保険者がどういう病院に行

って、どういうような傾向にあるのか、というこ

とが全部一目瞭然で分かるようになります。介護

保険は全部電子になっていますから、例えば、Ａ

というヘルパー事業所は生活援助を使いすぎてい

るからあそこに監査に入ろう、壽言って一発で入

れるわけですが、それと同じように医療保険者の

側も電子データ化すると診療報酬の明細書が一発

で分かるようになります。同時に、各医療保険者

は特定健診のデータを保有することができますの

で、医療の診療報酬のデータと健診をやっている

予防のデータをミックスさせながら医療費抑制が

できるようになります。

　医療保険者は、できるだけ医療にお金を使いた

くないわけですから、例えば、Ａという医療保険

者は健診・保健指導計画を使って、どういう傾向

にあるのかを分析してちゃんと健診や保健指導を

することができるようになります。アメリカで

言うと保険者機能の強化ということになるのです

が、保険者がしっかり手綱を締めるということに

なります。

　そういう意味では、私たちの医療のことと健康

診断が全部データ化されてしまいますので、ひと

り一人の個人の情報が漏洩される可能性も非常に

　　　　　　　　高い､ということにもなります。

しかも、民間の医療保険者のデ

ータがどんどん行きますから。

もしかしたら知らないうちにど

っかの健康会社からダイレクト

メールが来る、かどうかは分か

りませんが、そういうことも実

はあるかもしれないということ

になります。

効果的な特定健診･保健指導の実現
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　さっき言った医療制度改革のなかの医療費適正

化について具体的に見てみます。

・高齢者の自･己負担の見直.し………レ………………

.･.･食費･･……居･住.費の.負担み療養病床を=中心∧…………､＝

・高額療養費のﾌﾟ自己負担重度巷の引き上げ∧∧

・出産・鋳金の見直し30万円→35万円‥‥‥‥‥‥

（レセプトＩＴ化の推進［201i年1ヒオジライン化

　をめざす．ただ=yし､づホさい医療機関］は除外ｺ……

・領収書の発行　　　　　　　　．．･．･．　　　･．

　まず高齢者の自己負担が見直されました。もう

一つは食費・居住費の負担です。 2006年４月から

介護施設で取られていましたが、療養病床でもホ

テルコストがとられることになりました。次が、

高額療養費の自己負担限度額が引き上げられまし

た。出産一時金の見直しは、ちょっと上がりまし

た。それからレセプトのITｲﾋとかですね、領収

書の発行とかあります。

　高齢者にとって税制度が変わったことによって

介護保険料が高くなったという問題もあるのです

が、2006年４月の医療制度改革は、決して喜ばれ

るものではないと思います。

　次は、高齢者医療制度はどう変わるか、という

ことですが、まず前期高齢者と後期高齢者に分か

れます。

高齢者据療制度
・08年度からは７０～７４歳で今は1割
　負担の人も2割？

・75歳以上を対象とする新たな後期高齢
　煮医療制度の創設

　　　　　　　　↓

広域連合の設立、65～74塵

　　　　の寝たきりも対象

　70歳から74歳は前期高齢者、75歳以上を後期高

齢者と言います。ただ、この前期高齢者の医療制

度は、新しい制度をつくるわけではなくて、高齢

者医療確保法に基づくお金を各医療保険者によっ

て配分するのを調整するのが前期高齢者医療制度

です。ただし、福田政権の凍結というのが１年間

ありますが、それをなしにすると本来は70歳から

74歳は２割負担になる筈だったのですが、伸びま

した。

　75歳以上の人は、皆さんご承知にように、今日

のテーマである後期高齢者医療制度が創設され

る、ということです。 75歳以上の人が対象になり

ます。各論に入って後期高齢者医療制度の中身に

ついてお話します。

　基本的に患者負担は１割です。これはいまの老

人保健制度と同じで、窓口自己負担は変わりませ

ん。財源構成を見ると５割は公費です。国、都道

府県、市町村が４対１対1となっています。現役

世代からの支援が４割。この支後金は､特定健診･

保健指導の評価、よくやったところはちょっとだ

けおまけしてもらえるし、あまり特定健診・保健

指導をやってない保険者はちょっといっぱい払っ

てくださいよ、というペナルティが４割分人って

きます。それから高齢者からの保険料が１割とい

うことです。

　もう一つは、後期高齢者医療制度は、年金から

の天引きになるということです。特別徴収です。

介護保険の保険料がいま特別徴収ですが、それに

６
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加えて後期高齢者医療制度の保険料も年金から天

引きされることになります。

　ここで誤解のないようにしていただきたいので

すが､今の75歳以上の人は国民健康保険に入って、

それで老人保険に入っていますから、被扶養者じ

ゃない人たちは、一応国民健康保険の保険料を払

っているわけです。それが今度は国民健康保険は

払わないで後期高齢者医療制度の保険料を払うこ

とになります。実は国保は非常に高いですから、

中には安くなる人もいます。中には安くなる人も

いるし､逆に高くなる人もいると思いますけれど、

今回、公費を入れますので、後期高齢者医療制度

は、考え方としては悪くないと思います。中身は

めちゃくちゃですが。

　国保財政から考えれば、75歳以上の人を別立て

の制度にするのは、止むを得ないのじゃないかと

思います。これは75歳以上の人たちは、みんなで

面倒見ていこう、という考え方ですから、僕は賛

成しています。ただ特定健診のペナルティと絡め

たり、公費の割合が低かったり、問題はあると思

いますが、今のまま国保を存続していけば、はっ

きり言って国保は崩壊に近くなってしまいます。

さっき言ったように被保険者は保険料がどんどん

高くなってしまいますから。後期高齢者医療制度

釣1.1兆円

　Ａ

は考え方としては、全部駄目だということではな

い｡そこだけは理解していただきたいと思います。

　前期高齢者の場合は、先程言ったように費用負

担の調整ですので、ここはあまり触れません。た

だ、退職者医療制度は26年度で基本的にはなくな

っていきます。　　　　　　　　　｀･

･前期高齢者は､従来の制度に加

入したまま

･患者負担は､フ○～74歳は2割と

する(高所得者は別途)

･平成26年度で､退職者医療制
度は廃止の方向

　これが後期高齢者医療制度の財源構成ですが、

ここで見ていただきたいのは支後金のところで

す。

　25年からペナルティが課されます。例えば何と

後期高齢者医療制度の財源構成

約10.3兆円

十

　各医療保険者における加入者数に応じて支援額が決定されます､そして､平成25年度以降は､それまでの特定健診や

その成果･目標達成状況も考慮されていく〔高齢者支援金調整率〕､いわぱ､保険者間で競争させることにつながる、
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か組合健保に40歳から74歳までの被保険者が100

人いたとします。今、１人あたりの負担金が平均

３万8000円と言われていますので、４万円としま

しょう。その何とか組合健保は、100人ですから

400万円上納するわけです。 24年まではみんな同

じで、どこの医療保険者も一人４万円です。

　それが25年度から特定健診と保健指導にペナル

ティが課されます。特定健診・保健指導をよくや

った保険者は0.9で、あまりやらなかった保険者

は　1.1払うことになります。ですから100人いた

場合、ぜんぜんやらなかったところは440万の上

納金。つまり40万円上乗せすることになります。

特定健診・保健指導よくやりました、というとこ

ろはそこに0.9を掛ければいいわけですから360万

円でいいということになります。よくやったとこ

ろと、悪かったところは440万円から360万円の差

ですから、約２割のペナルティがついてきます。

　考え方としては、今まで自治体がやってきた基

本健診は、全国平均43％位ですが、これでは駄目

だから各医療保険者が責任もってね、ということ

です。予防医療もやり、競争もさせ、ペナルティ

を課せば一生懸命やるだろう。公務員は駄目だか

ら民間にアウトソーシングして、アメとムチを与

えて、頑張ってもらおう、ということです。そう

することによって、健診や保健指導を一生懸命や

れば、自ずと医療費の上昇も少しは緩やかになる

んじゃないか、というのが筋書きです。僕は予防

医療というのは、社会保険における医療費の抑制

にあまり役にたたないと思っています。予防とい

うのは、やればやるほど金がかかると思います。

　ここで大事なことは、後期高齢者医療保険制度

というのは社会保険制度ですが、この特定健診・

保健指導を社会保険制度の枠の中に入れてしまっ

ていいのか､ということです。健康を守ることは、

限りなく税金でやるべきだと思います。健康を守

る行政サービスをこんなに明確に社会保険制度の

枠のなかに入れていいのかどうか、私は疑問だと

思っています。

　今まで、公務員が保健センターや保健所でやっ

てきた健診率が悪いのなら、それは反省して、そ

８

のシステムを先ず変える議論が先じゃないか。役

所が駄目だからアウトソーシングして、医療保険

者にそのまま渡そうというのは、非常に乱暴な議

論で、保健をお金の問題にして、競争原理を入れ

る､というのは非常に無理があると僕は思います。

　　　　　　　　　　　　　･t

　では、後期高齢者医療制度の保険者ですが、こ

れは広域連合です。埼玉県は新座市長の須田さん

という人が代表になっていて、県内70市町村で組

織されています。原則75歳以上の高齢者は自動的

に、加入することになります。

・運営主体が都道府県別の広域連合（都道府県

単位での保険者）

・原則、75歳以上の高齢者は自動的にそれまで

加入している国民健康保険（国保）や組合管

掌健康保険（組合健保）、政府管掌保険（政

管健保）などから外れる。

　・新しい後期高齢者医療制度に加入する。広域

連合は、地方自治法に規定された「特別地方

公共団体」、埼玉県後期高齢者医療広域連合

冊は、新座市長の須田健治で、県内７０市町

村によって組織。

　広域連合は皆さんご存知のとおり、一つの自治

体です。建て前上は議会もあります。ただ、住民

の声は限りなく連くなってしまうと思います。よ

ほど首長が住民目線でいて、声を上げない限り、

広域連合というのは怪しい自治体だと僕は思って

いて、非常に住民の声が通り難くなるのではない

かという印象を持っています。

　何か文句があっても、今までは国保ですから、

市町村に文句を言いに行けば対応してもらえまし

たが、半分は広域連合の仕事で、これは私の仕事

じゃないので広域連合に行ってください、という

ことになりかねないのではないかと思います。

　これが後期高齢者医療制度の概略図です。患者

さん、普通の住民は市区町村に保険料を払って、
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後期高齢者医療制度の概略図

患者(75歳以上)

･|割の自己負担

(高所得者3割)

･被保険者証の提示

１

･診察など

病院や診療所など

･被保険者証の引き渡し

･医療費の請求

市区町村(窓口業務)

被保険者者の交付

･保険料の納付

　･公費(市区町村分)

　　　　　　　　　の負担

広域適合(保論者:都道府県単位)

･医療費の支払い(9割もしくは7割)

抜保険者証をもらうのですが､これは引渡しです。

保険者はこの広域連合ですから、広域連合が被保

険者の被保険者証を市区町村に交付をして、市区

町村をとおして引き渡します。市区町村は自分の

公費負担分の保険料を広域連合に払って、広域連

合は他に各医療保険者の支後金と、都道府県の公

費負担分と国の公費負担分をもらいます｡それで、

病院や診療所は医療費を広域連合に請求するので

すが、間に支払い基金や国保などいろいろ介しま

すがその間は抜かしています。

　病院・診療所は広域連合から９割もしくは７割

の医療費の支払いを受けます。患者さんの負担が

１割、高額所得の場合は３割ですから、残りの９

割、もしくは７就ということになります。今まで

は患者さんと保険者と病院の三角関保になってい

たのですが、ここに市区町村が入って、責任が半

分半分になってしまって、非常に曖昧かな、とい

うのが私の印象です。
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各医療保険者の支援 県の公費負担

吊ぶ司

　後期高齢者医療制度の年間一人当たりの平均保

険料額は新聞にも出ていますが、東京、神奈川、

大阪が高くて、一番安いのは東北です。

後期高齢者医療制度の年間一人当たりの平均保険料額

保険料上位 保険料下位

神奈川県 ９２７５０円 青森県 ４６３７４円

東京都 91800円 岩手県 47733円

大阪府 88066円 山形県 49000円

『朝日新聞朝刊2007年11月１７日付』より作成

　なぜ、東京がこんなに高いのか、と言います

と、これは平均ですが、東京23区はすごい金持ち

の人が多いのです。芸能人とか所得階層でいくと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９



上位ランクに位置している人が結構いますから。

ですから大都市は高くなってしまうのは仕方ない

のかなと思います。逆に言えば、東北とか北海道

は、金持ちといってもそう多くはいないというこ

とで、相対的には安くなります。平均としてはこ

ういう風になっている、ということです。

　では、ひとり当たりの保険料はどういう風に決

まるのか。非常に分かり難いのですが、福田内閣

が出した凍結案と、そもそもある軽減措置と２年

間に限った軽減措置と、３段階あります。

☆……

･｝．

T……J
こ=こ

ﾌﾟ…………÷
=IJ人ﾝ当ｽﾞだで=り11の1保険料三千∧ｹﾞ

　まず、ひとり当たりの保険料を決めるには、応

益分といって、被保険者均等割合、平等に分ける

のが50％。もう一つは応能分といって、被保険者

本人の基礎控除の総所得、簡単に言うと所得に応

じて決めましょう、というのが50％。一人当たり

の保険料は、これをミックスさせて決めていきま

す。

ぐ=･.･･=一万………ﾚ.,あ万一.1《までも凍結推量ぱj/被扶養者∧万…

……万1･･1万

　福田内閣が出した凍結措置は、あくまでも被扶

養老の人に対してです。

　被扶養者はだいたい200万人位と言われていま

すが、この人たちは75歳以上で息子や娘の被扶養

者になっていて、もともとは保険料を払わなくて

よかった人たちです。今度はご人一人が後期高齢

者医療制度に加入し、保険料を払うことになりま

すので、この200万人の人たちも新たに保険料を

払わなければならなくなりました。

　一方、被扶養者ではない75歳以上の人は、今ま

でも国保に入っていて、国保の保険料を払ってい

ました。その保険料が、今度は後期高齢者医療制

度の保険料に変わります。金額の差は、得したり

損したりするかもしれませんが、保険料を払うこ

とは変わりません。

　ですから、今マスコミでよく言われている新

たな負担というのは、被扶養老200万人のことで、

この人たちから保険料を取るのはまずいかな、と

いうことで福田内閣はちょっとだけ凍結措置を取

っているわけです。ですから、凍結措置の対象は

あくまで75歳以上の被扶養老のみで、それ以外の

75歳以上の人たちは、軽減措置だけ適用になりま

す。

　それでは、軽減措置は何か、と言いますと、ま

ず低所得者の人が対象の軽減措置です。

①低所得世帯:応益分(被保険者均等

割額)が7割､5割､2割軽減される。

②被用者保険の被扶養者であった者

は､制度加入時から、応能分(所得

皿均等割額が割

に軽減。
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　低所得者の軽減措置は、期間限定ではありませ

ん。所得に応じて、応益分の部分が７割、５割、

２割と軽減されます。これとは別に、新たに保険

料をもらう人、被扶養者200万人が対象の軽減措

　　　　　　　　　　　埼玉自治研N0.29 2008.3



置があります｡２年間限定の軽減措置になります。

これは、２年間応能分は基本的にはゼロになりま

す。さらに、均等割り額は２年間５割に軽減する

ということです。

　今度は福田内閣になって、２つの軽減措置プラ

ス凍結が出てきました。内容は、2008年４月から

９月まで後期高齢者医療制度における被保険者の

被扶養者保険料をまず無料にすると言うことで

す。

　　　｡,朧|｡，　　　凋罫，

約1700億円の補正予算

　要するにこの200万人の人たちの半年間は無料

にしましょう、と。しかも、無料が終わった次の

半年間は均等割りを１割にするということです。

軽減措置によって均等割りは５割だったわけです

が、福田さんはさらに均等割りは半年間１割にし

ましょう、ということになりました。さらに、前

期高齢者の窓口自己負担は１年間、１割に据え置

くということです。今回補正予算約1700億円で措

置されましたね。非常に複雑ですが、そもそもあ

った軽減措置と2岸間限定の軽減措置と福田内閣

の凍結措置と、３つあるということをよく覚えて

おいてください。

　それでは、少し考えてみましょう。新たに負担

する200万人の人たち、被用者保険の複扶養者保

険料を考えましょう。低所得者ではない場合で

す。仮に、毎月１香応益分、２番応能分をそれぞ

れ1000円ずつとしましょう。そうすると保険料は

毎月2000円になります。

　先ず凍結措置ですから最初の半年間、保険料ゼ

ロ円。同じく凍結措置で７ヶ月目以降半年間は均

埼玉自治研No29 2008ｽﾞ3

]被用;看保険めﾉ被枝1養､者保y険料……゜j.万

∩▽(=低所得1者ではjない場合):ﾉ……､J……:

仮に、毎月①応益分、②応

能分を、それぞれ1(jOO円

の保険料としましょう。

(本来なら､計2000円
~
O

）

等割り部分１割のみでいいので、保険料は100円

です。これで１年間の凍結措置が終了。２年目か

らはそもそもの軽減措置が生きてきて、今度は応

益分500円だけでいいわけです。２年間、被扶養

者の人は応能分はゼロです。そもそも福田内閣の

凍結がなければ、応能分はゼロで、均等分５割と

いうことになっていたので、１年かけてようやく

この軽減借景が復活してくる、と覚えておいてく

ださい。

'最初の半年間は遭竺料がｾﾞﾛ．
　　　　　　ぺ回弘

一フケ月目以降、100円(均等割部

　分が1割のみ)→半年で凍結措置終了
　　　　　　褐レ

･２年目以降､500円(均等割部

　分が5割のみ)→軽減抱腹

保険料が毎月、2000円になる。

　　　　軽減措置終了
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　２年間で軽減措置は終りですから、３年目以降

には2000円になりますよ。ということになります。

　これは誕生日が基準ですがよく市区町村に間い

たほうがいいかもしれません。この２年間限定の

ところは、政省令に、今まで保険料もらってなか

った人は75歳になったときに２年間の軽減措置を

使います、と書いてあります。４月１日じゃなく

ても、来年75歳になった人も、そこから２年間と

いうことになると思いますが、この凍結借景がど

こまで生きているのかは分かりません。福田内閣

の凍結措置と言うのはあくまでもこの１年間だけ

ですから、それはなくなってしまうかもしれませ

ん。その辺はまだ私も勉強不足です。

　後期高齢者医療制度の一番大きな問題は、先程

も言ったペナルティです。今、ワーキングプアと

言われている30代、40代の人たちが、国保の保険

料が払えなくて、保険証がありませんから医療に

かかれない､とよく言われています。そのことが、

75歳以上の人にも生じてしまうかもしれません。

後期高齢者医療制度における問題

・滞納者へのペナルティーで、新制度では

　高齢者も資格証明書の発行がなされる

（年金が月1万5000円未満の人は「窓口納

　付」となるが、保険料を滞納したら、保

　咲江をとりあげられる。

・後期高齢者が増え、また医療給付費が増

　えれば、「保険料値上げ」か？

・受診抑制につながる？

後期高齢者医療保険料が5000円だとすると、１万

円になりますから、年金を２万円しかもらってい

ない人は特別徴収されません。自分で窓口に行っ

て今までどおりお金を払うことになります。しか

し、その収入では実際には払えませんので、今ま

での老人保健制度では、あ石和度保険料を滞納し

ても少しまけてくれる、というのもありました。

それが後期高齢者医療制度では、普通徴収の人で

滞納期間が過ぎると、ペナルティを厳格化してい

くことになります。

　老人保健制度のいいところは、保険料の滞納に

対して、ある意味ペナルティがすごく緩やかでし

た。でも､後期高齢者医療制度は厳格になるので、

もしかすると医療を受けられない人がでるかもし

れません。ただ、生活保護の人は後期高齢者医療

制度から除外されていますので、厚生労働省はそ

ういう方は生保で救いましょう、というのかもし

れません｡でも今の生保は非常に厳しいですよね。

自治体によっては申し込み書さえ、門前払いして

しまうところもあるようです。

　しかも､高齢者がどんどん増えていきますので、

保険料も上がっていきます。ますますペナルティ

のハードルが高くなるということと、さらに年金

はもう上がりません。もらえる年金は上がらない

のに介護保険料と後期高齢者医療制度はどんどん

上がっていくことになります。後期高齢者医療制

度は２年間をスパンと考えていますし、介護保険

は３年間をスパシと考えていますので、２年か３

年おきにはどんどん保険料が上がっていくことに

なってしまいます。本来なら、保険料が上がるな

………　……特男゛lj､微収め問題…………

　基本的には年金から天引きなので、そういうこ

とはありえませんが､年金が年間18万円以下の人、

もしくは介護保険料と後期高齢者医療の保険料が

年金より２分の１以下の人は、特別徴収しないと

いうことになっています。介護保険料が5000円、
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ら年金制度も上がらなければいけない。特別徴収

するなら、そういう理論にならなければいけない

と思いますが、年金制度と医療制度と介護保険は

リンクしていない、というのが実情です。

　こう見てくると、年金制度というのは生活のた

めというより、ほとんど医療と介護保険料のため

や高熱費のためにあるようですね。ご飯を食べた

り、家賃を払うのは貯金をしてくれと、貯金のな

い高齢者は早く死んでくれ、といってるようなも

のだと、私は思うのですが。

　金のない人は生活保護になればいいと思います

が、今の生保は一文無しにならないと駄目ですか

ら、多少50万、100万の貯金がある人はそこでア

ウトです。今は持ち家があってもかなり厳しいで

すよね｡生活保護制度自体が非常にゆがんでいる、

・75歳以上の高齢者が医療機関へ直接支払

　う窓口自己負担は、原則、１割となって
　いる（65歳～74歳で一定の障害のある方

　も含む）。

と私は思います。

　それから、窓口自己負担額は、先ほど説明しま

したが１割です。これまでと同じです。

　特定健診・保健指導に話を戻します。下の図の

ように、Ａさんという人がいて、Ｃさんという奥

さんがいました。

　今はこういう図式になっていますが、４月から

はＡさんが入っている医療保険者が健康診断をす

るということになります。Ａさんはこれまでどお

り労働安全衛生法上の健診をやれば、そのデータ

を振り返ることが出来ますのでサラリーマンはそ

んなに影響はありません。

　何か変わるかといいますと、40歳以上で行なっ

ている基本健康審査が、特定健診・保健指導に変

わります。これが大きく２つに分かれます。 40歳

以上75歳未満の基本健診はこの医療保険者が行な

う特定健康審査に変わります。 75歳以上の人は今

度広域連合が保険者になりますので、ここが特定

健診をやることになります。ただ、この特定健診

Ａさん･Ｃさんの健康診査における制度移行図

現行
　　　　　　　　夫　婦

来年度以降
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勤務先での健康診査など

　　(労働安全衛生法)
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　　　　夫　婦

健康診査･保健指導

Ａさんが加入している｢B健保組合｣
による　　健　　　など

※がん検診等は一般会計化で実施



は努力義務になっています。特定健診というのは

メタボ健診ですので、75歳以上になれば特定健診

はやる必要はない、やりたい人だけやればいいと

いうことになります。ここが年齢によって２つに

分けられるということです。

　基本健康診査の都道府県別の状況を見てみる

と、一番成績が悪いのは高知県とか沖縄県、長崎

県です。上位は山形県、東京都、愛知県で、地域

によってかなりの開きがあります。

哺鯛朧峨

訓下位の闇 聯上位の闇

糾 21,80S淵 61,70S

癩 28,50S
東束

回
則 団脚 昌

脛側聞･聞綴織囲

　それでは、実質ヘルス事業はどう変わるかとい

うことですが、今の40歳以上の基本健康診査は特

2007年度まで

2008年度から

基本健康診査

　(市区町村)

　40歳以上

特定健康診査

(医療保険者)

対象者:国保のほ保険者

会計:国保特剔会計

市町村におけ

老人保健法

　　　生活欄羞鰐傭

(市区町拙 ※

2006年度から､市区町村が行う基本健康診査(65

に、

ました､生活機能評価は､介護予防の関連で用し

られるものです，

　高齢者医療確保法

後期高齢者医療制度

　　　爛連合:勧●●）

　　　　75歳以上

龍者:広域連合の被雖者

会計:広域連合
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定健診・保健指導に変わりまして、年齢で大きく

２つに分かれますね。

　もう一つは､生活機能評価という介護予防です。

今は介護保険と老人保健法で一体的に市区町村が

やっています。下に図で示していますが、生活機

能評価は基本的には介護保険ということになりま

す。もし、介護予防がある場合は介護保険課でや

るのか、そのへんが今問題になっています。生活

機能評価と特定健診というのは、非常にダブって

いるところがありますので、実際にどこがやるの

かはっきりしていません。今までは衛生部局がや

っていたのですが、今度は衛生部局は自分の国保

の人しか基本的にはやりません。

　というのは、国保の被保険者は自治体が責任も

って特定健診をやらなければいけないことになり

ますから、自ずと65歳以上の国保の人たちの生活

機能評価は自治体がやることになります。 65歳以

上の人で被扶養者の人、国保じゃない人たちの特

定健診は自治体がやるわけじゃないので、ここは

介護保険法でやることになります。制度が非常に

複雑なので私もいま勉強中ですが、自治体によっ

ていろいろ変わる可能性があります。今なすり合

いをやっているような雰囲気あるみたいです。

(検診)の移行図

(広

'脅腫億農法

生活欄●酵傭

　(市区町拙

　旧窟以上)

　　　老人保健法

歯周疾患検診､骨組しよう

症検鯵､肝炎ｳｲﾙｽ検診

　　　(市区町村)

対象者:剖睡険の被髄者

会計:介護保険哺会計

各自治体判断

がん檎鯵

(市区町村)

※1998年に

一般財漏化

がん検鯵､●扁疾塵檎鯵等

　　　(市区町村)

※がん検診が健康増違法に劃込ま

対象者:住民

会計:一蝕会計
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　実は、この介護保険法の生活機能評価は地域支

援事業なので、介護保険の3.0％、実質1.5％は地

域包括支援センターのお金ですから、1.5％の介

護予防事業のところでやるのですが、はっきり言

ってこれでお金が足りるのかどうか、というのも

分かりません。今までやっていた老人保健法の骨

粗しょう症とか肝炎ウイルスなどは、健康増進法

で市区町村がやりますが必須ではありません。や

ってもやらなくてもいいですよ、とい･うことにな

りました。

　今自治体がやっているがん健診は、1998年に一

般財源化されたのですが、これは健康増進法とい

う法律のなかに盛り込まれました。しかし、お金

は出さないよ、ということです。 98年度からは各

自治体に任されていたのですが、がん対策基本法

とか、いろいろ出来ましたので、法律でやったほ

うがいいよという規定にはなりました。がん健診

ほとりあえず根拠法をちゃんとしたということに

なります。

　特定健診で一番懸念されているのはサラリーマ

ンの妻の場合です。サラリーマンは年に１回、労

働安全衛生法によって、健診車が来るなりしてい

っせいに健診しますが、サラリーマンの妻は、会

社から遠いわけですからわざわざ行くことはでき

ません。今までは居住している自治体が医師会

に委託して近くの診療所で健診が受けられました

が、今度は医療保険者がやらなければならなくな

ります。医療保険者は一人の被保険者の妻のため

に居住する診療所にお願いしなければならなくな

ります。

　自治体が地域の医師会と契約するのはそんなに

難しいことではないと思いますが、被保険者の居

住地は当然ばらばらですので、集合契約と言うの

が出てきます。集合契約は非常に揉めているので

すが、基本的には代表保険者というのを県ごとに

決めます。埼玉県は多分支払い基金が代表保険者

医療保険者における被扶養者の視点における課題

※それぞれ広範囲にわたって､妻達は地域で居住

しているため､直接､医療保険者が健診･

保健指導はできない。

※毎日、通勤しているため値診･保健指導は

　比較的実施しやすい

※利便性を考慮して

　居住地近くでの受診などを想定

　していきます。

医療保険者は､被扶養者の地元の健診･医療保健機関へ委託｢特定健診･保健指

導｣の委託を想定しますが､地域が広範囲になり委託先が多数となり事務が繁雑と

なる可能性が考えられます。

集合契約など えられます
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になっていると思います。

　束京23区の場合は、自治体ごとに医師会が契約

するみたいですが、普通は県単位医師会が窓口に

なって、埼玉県の代表保険者が医師会と集合契約

を結べばいいということになります。例えば、慟

いている会社が埼玉にあっても、栃木に住んでい

るとします。その妻が健診を受ける場合は、会社

は埼玉にあるけれど埼玉の代表保険者が栃木の医

師会と契約を結んでいれば栃木の診療所で受ける

ことができる、ということになります。県をまた

がると代表保険者は非常にめんどくさいですね。

代表保険者は各県にある国保連合会の保険者協議

会で決めています。ようやく今、代表保険者が決

まったようです。

　特定健診について「ぎょうせい」から本を出し

ましたので、分かりやすく書いていますから、良

かったら買って読んでください。

　特定健診の保健指導のところは、動機づけ支援

と積極的支援をやることになります。

特定鯵･特定保封導の区分け

情賤供は特定鰻赫に含まれます

[亘亘]

｀≒叫[亘ﾛ

朧鮮峠脚-1
9 も

摺1 Ｈ§ 鯵刺Ｈ組 絆搦
賤鱈の脚 70 80 70 65
ｍ囮の脚 45
ﾒﾀﾎﾘｯｸ贈賄眼辨 づ0

100人の内70人はやってください、ということに

なります。それが目安になりますが、70人いない

とマイナスポイントをつけられることになりま

す。

　今度は100人全員が健診を受けたとして、その

中でメタボで怪しい人が50人いたとしましょう。

保健指導は45％ですから、50人中25、6人が保健

指導を受けて、10％減少させてください、という

のが参酌基準になっています。

圃財岫

額肘指

　(R

鮪化し縫鼓討皺皺の支鮭算定式

一

一

斑|人

　映り

圃財

支肘㈲

　(注1)

Ｘ

　後期高齢者医療制度の支後金と新制度における

老人保健事業の移行図、基本健診と特定健診の違

いを下に示します。確認してください。

機霧高齢者匯痩割度の支擾金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一I ･･ ----●■一回j-』●●･“I●TIxjdり|●
r祷定健鯵･保健指導』の実施韻でその鶴が決まる.

A保険者　B保険者　C保険者　D保険者　　E保険者　　F保険者G保険者

　高齢者医療制度の支後金は、特定健診の実施率

によると言いましたが、参酌基準一覧が表になっ

ています。

　これを基準にしてペナルティを決めることに

なります。Ａという保険者に100人の被保険者が

いたとして、その保険者は組合健保だとすると、

16
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老人保健事業

新制度における老人保健事業の移行図
2007

　　老人保健法

　　　健康教育

　　　健康相談

　　　機能訓練

　　　訪問指導

　40歳以上64歳以下
※65歳以上は介護保険法
　における介護予防事業

基本健康診査
　40歳以上

　　　　2008年度から

　　　　健康増進法

　　　　　健康教育

　　　　　健康相談　　／

　　　　　機能訓練

　　　　　訪問指導

　　40歳以上64歳以下
※65歳以上は介護保険法における介
護予防事業

４０

定健診
75

後期高齢者医療制度の保健事業

　　　　　75歳以上

基本健診と特定健診の違い

　　　老人保健法に基づく

｢基本健康診査(2007年3月まで)｣

ｋ

　　国保以外の医療保険者による

｢特定健診･保健指導(2007年4月～)｣

実施主体 市区町村 実施主体 各医療保険者
‘一一y

財源 公費(1/3国､1/3都道府県､1/3市区町村) 財源 保険料十α

ｉ

以
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　　　　　国保険者による

特定健診･保健指導(2007年4月～)

実施主体｀ 各医療保険者

財源 公費(1/3国､1/3都道府県､1/3市区町村)

１７



　最後に財源のことですが、今度の診療報酬の改

定で、後期高齢者の外来が大きく変わる可能性が

あります。

・患者が誰か一人診療所の開業医を決めて

　「主治医」とすれば、その医師に対する診

療報酬が手厚くなる。

・現代の「内科医」であっても専門医化さ

れっつあり、総合的な診療ができる開業

医がどれくらいいるのであろうか。

　例えば、自分はこの先生に主治医になってもら

うと決めた場合、その先生に対する初診料が高く

なるという主治医制度です。患者が診療所の開業

医１人を決めて主治医とすれば、その医師に対す

る診療報酬は手厚くなります。しかし、果してこ

の主治医制度、うまくいくでしょうか。日本の国

民皆保険は、この主治医制度によって少し1レ可

能性が出てきています。間もなく診療報酬が決定

いたしますので、この辺を見ておいたほうがいい

かな、と思います。

　この後期高齢者医療制度の診療報酬体系ですけ

れども、非常に危険なのは75歳以上を対象とした

固有の診療報酬になります。ですから、75歳を過

ぎると診療報酬の単価が変わって来ます。

　在宅医療とかターミナルケアに重きをおかれる

ことになります。それから入院医療もそうです。

年齢が変わると医療も変わってしまうと言うこと

です。

　最後は財政論の問題になりますが、厚生労働省

は確かにすごくケチっています。なぜケチってい

るかと言いますと、財務省がケチれ、と言ってい

るんです。必ずいつも２千200億円、社会保障費

の伸びを圧縮しろ、と言っているので、厚労省も

財務省にはなかなか文句を言えないようです。

　実は経済財政諮問会議と規制改革・民間開放推

進会議が非常に権限がありまして、私たちの交渉

相手は最初は厚労省ですが、実は本当の敵は財務

省なんです。財務省は何でこんなにやるか、と言

いますと財政を健全化したい。聖域をなくしてで

もケチってくれ、といっています。

　　　　　　　小泉政権による､医療と政治

※医療制度をめぐるアクター

１．医師会をはじめとした診療側

２．病院団体の動向

３．健保達をはじめとした支払側

４．厚生労働省

５．政府（経済財政勝間会議、規正改革・民間開放推進会議

６．世論

※厚生族議員の動向

※日歯連事件及び05年郵政解散による衆院選挙

※06年日本医師会長選挙の動向

１８
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プライマリーバランスとの議論は別にする

　　　　(2200億円圧縮の議論)

　　財務省中心の政策形成を転換

　社会保障は､国民の安全を守る機能

　政策転換は政治の責任＝国民の責任

　私は、財務省中心の政策形成過程をまず転換し

ないことには、医療と介護にお金は回ってこな

い、と思います。そもそも社会保障というのは、

国民の安全を守るわけですから、防衛費と同じと

いうか、防衛費を削っても今は社会保障に回して

もいいと思っています。防衛庁の守屋さんの問題

や道路特定財源など、無駄がいっぱいあるわけで

すから、医療や介護でここまで高齢者を苦しめる

な、と皆さんで声を上げていただきたいなと思い

ます。

（２月２日自治研公開セミナー「後期高齢者医療制度

で変わる高齢者の暮しと健康」を事務局の責任でま

とめました）
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