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＜税を追う＞保険財政
ツイート
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強まる危機感

処⽅薬→市販薬試算

シェア 27

2019年8⽉21⽇ 朝刊

⽩⾎病治療薬キムリアの保険適⽤が決まった⽇、記者会⾒した健保連の幸野理事
（右）と協会けんぽの吉森理事＝５⽉１５⽇、東京・厚⽣労働省記者会⾒室で

保険財政の破綻を回避しようと、健康保険組合連合会（健保連）が⼆千百億円に上る医療保
険財政の削減案をまとめた。湿布代や花粉症治療薬などを保険の適⽤外とすることで、増え続
ける国⺠の医療保険料や税負担の緩和につながると期待する。⽇本医師会などは「患者の受診
抑制になりかねない」と強く反対しており、国⺠皆保険を持続させるための本格的な議論が求
められる。

（井上靖史）

「薬局で買えるような薬は医師に処⽅してもらわなくてよいのではないか。本当に⾼額で、
個⼈で負担しきれない薬に保険適⽤は限っていくべきだ」
今年五⽉、厚⽣労働省。⽩⾎病治療薬キムリアの公定価格（薬価）が三千三百四⼗九万円と
中央社会保険医療協議会（中医協）で決まったことを受けた記者会⾒で、健保連の幸野庄司
（こうのしょうじ）理事は訴えた。同席した中⼩企業の健保組合「全国健康保険協会」（協会
けんぽ）の吉森俊和理事も、隣でうなずいた。
健保連や協会けんぽは「団塊の世代が七⼗五歳に差しかかる⼆〇⼆⼆年以降、保険財政が危
機的な状況を迎える」と、危機感をいっそう強めている。後期⾼齢者医療制度や国⺠健康保険
（国保）などへ出す⽀援⾦が⼤幅に増え、⼀⼈当たりの年間保険料が平均五万円（企業と原則
折半）増えると試算。そこに現れたのが⾼額薬のキムリアだった。
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医療費に詳しい淑徳⼤の結城康博教授（社会保障論）は「湿布をたくさんもらってためた
り、市販で買える軟こうを処⽅されるようなモラルハザードも起きている」と話し、保険適⽤
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軽症の処⽅薬を保険の対象から外す対策は、これまでも少しずつ実⾏されている。⼆〇⼀⼆
年度以降、栄養補給を⽬的としたビタミン剤やうがい薬の単独処⽅が保険適⽤から外された。

の厳しいチェックが必要と指摘する。
医療の不適正な利⽤もたびたび問題視されているが、これまで抜本的に議論されてきていな
い。背景について、医療費の議論に携わる関係者は「⽇本医師会の政治⼒が⼤きいと思う。政
府は医師会の反対する⽅針に踏み出しにくかったのだろう」と話した。
医療機関にとって、患者がドラッグストアで直接薬を買うようになれば、初診料や薬の処⽅
せん料などの収⼊減につながるからだ。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201908/CK2019082102000130.html
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患者に初期判断を任せることを危ぶむ声も多いが、それでも健保連の幸野さんは「再⽣医療
など既存の概念を超えた医薬品が保険適⽤され始めている。画期的な薬だけに価格は従来とは
桁違いだ。医薬品の概念が変わってきたのだから、制度も時代に適合したものに⾒直すべきで
はないか」と訴える。
健保連はまた、市販薬で代替できる医療⽤医薬品について、病気の重さに応じて患者の負担
割合を変える⼿法も検討。抗がん剤など重症に対する医薬品は⾃⼰負担ゼロとし、以下、病気
に応じて負担割合を３５〜１００％とする。より重度の患者を保険で確実にカバーする狙い
で、フランスが導⼊している。導⼊した場合、健保連の試算では、千⼋百六⼗億円の医療保険
財政の削減につながるという。
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マラソン２０２０⽇ 毎⽇つなごう さいたま・別所沼公園 １５年から７０００⼈バトン（8⽉22⽇ ⼣刊）
兵⼠と捕虜 ラグビーの絆 映画プロデューサーが⼩説（8⽉22⽇ ⼣刊）
京アニ寄付に税優遇 損⾦算⼊・ふるさと納税活⽤ 政府検討（8⽉22⽇ ⼣刊）
アフラックがん保険 不利益販売 ⽇本郵便、顧客不安拡⼤も（8⽉22⽇ 朝刊）
象⽛国内市場の閉鎖決議⾒送り ワシントン条約国会議（8⽉22⽇ 朝刊）
表現の不⾃由展中⽌ 津⽥⼤介さん「回復の⼿だて全⼒で探る」（8⽉22⽇ 朝刊）
次世代カミオカンデ建設へ 岐⾩・⾶騨に ２０年代の稼働⽬指す（8⽉22⽇ 朝刊）
ペダルなし⼆輪⾞、事故多発 道路・坂道「⾛らないで」（8⽉22⽇ 朝刊）
東北新幹線 ２８０キロ⾛⾏中ドア開く 清掃時、コック閉め忘れ（8⽉22⽇ 朝刊）
学校のどんな悩みでも相談を あすから、弁護⼠が無料電話窓⼝（8⽉22⽇ 朝刊）
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