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特別寄稿

中央社会保険医療協議会における決定の構造と過程
田辺

国昭＊

る。このような組織の作りを示し、中央社会保険

１．はじめに

医療協議会の特性を明らかにしたい。
（1）総会

中央社会保険医療協議会は、医療保険が適用さ

総会は、中央社会保険医療協議会の最終的な決

れる医療サービスや薬や医療機器の価格である保

定が行われる場である。総会を構成する委員は、

険点数を決定する機関である。国民経済の約 1

社会保険医療協議会法第 3 条にさだめるように、

割弱をしめる医療関連の支出のあり方を決めると

第 1 号側の「健康保険、船員保険及び国民健康

いう点で、その役割は重く、またその影響は広き

保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所

に及ぶ。筆者は、中医協の前会長として、3 回の

有者を代表する委員」7 名、第 2 号側の「医師、

診療報酬改定を経験してきた。本稿は、この中央

歯科医師及び薬剤師を代表する委員」7 名、これ

社会保険医療協議会における決定のあり方を、組

に「公益を代表する委員」6 名の、全委員 20 名

織、過程、構造という視点で明らかにしようとす

によって構成されている。任期は、2 年であるが、

るものである。そして最後に、この中医協の将来

最長 6 年まで再任することができる。

的な役割についての展望を述べる。

1 号側、2 号側の委員は、関係団体からの推薦
による。出身母体の構成は、表 1 に示されると

２．組織

おりである。推薦母体から出す人数は、ほぼ固定
されている。しかしながら、推薦された者が、そ

最初に、中央社会保険医療協議会の組織につい

のまま委員として指名されるとは限らない。関係

て解説する。中央社会保険医療協議会において

団体へ別の者を推薦するように差し戻されると

は、総会に最終的な決定権が集中しており、ま

いった場合が、まれにある。これは、必ずしも近

た、この総会における議論に多くの関心が寄せら

年の現象ではないし、また、自民党政権下のみで

れる。しかしながら、総会は、最終的な決定の場

生じたことでもない。

であるが、それ以前の部会や専門組織の議論を重

公益委員は、国会同意人事である。その多く

ねた後に、議案が諮られている。総会での最終決

は、大学の研究者で、かつ医師免許を持たない、

定に至るまで、さまざまな組織の審議を積み上げ

医学部出身者以外の社会科学を専門とする者であ

ることによって、中医協の決定は成り立ってい

る。過去に、国会において、両院の同意を得られ
ないというケースもまれにあった。特に、衆議院
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所長

と参議院のマジョリティーが異なるねじれ国会の
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中央社会保険医療協議会総会の構成

場合には、同意を得られないということが生じる
可能性が高まる。

総会の会議体としての特徴として、以下の点を
あげることができよう。

なお、1 号側、2 号側の委員は、一般職公務員

第 1 は、その公開性である。総会には、数多

としての身分を有するが、公益委員は、特別職公

くのギャラリーが傍聴に訪れる。会議場の収容人

務員としての身分となる。その結果、守秘義務違

数に限界があり、その傍聴は、関係者席を除いて

反に対して 1 号側、2 号側の委員は懲戒の対象と

先着順で受け付けるため、しばしば、傍聴席の獲

なるが、公益委員は、国家公務員法の懲戒の対象

得を目指して「行列のできる審議会」となる。こ

ではなく、行動倫理の違反として責任が問われる

の傍聴者は、医療関係者、製薬会社の関係者等の

ことになる、といった違いがある。

他、医療関連のメディアの方々等によって構成さ

会長は、1 号側、2 号側の了解を得て、公益委

れている。総会における議論の一挙手一投足が、

員の中から選ばれる。この公益委員の会長が、会

さらには専門性の高い決定の詳細が、関係者の視

議を招集するとともに、統括する。

線のもとに晒されるとともに、その内容がメディ

なお、これ以外に、1 号側、2 号側に含まれな

アによって伝えられる。このような公開の場で、

い関係団体から参考人が数名、総会に加わる。製

各号側はその意見を戦わせつつ、総会としての合

薬団体、医療機器団体、看護師団体等からの代表

意を追求する。どのような点が対立の軸となって

者等である。

いるのか、その対立において、どのような根拠の
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もとに何を主張しているのかが、すべて晒され、

印刷、コピーをする。その後、総会を再開し、裁

時間をおかずにメディアによって伝えられる。

定案が披露される。裁定は、診療報酬改定の作業

第 2 は、その対抗性である。保険財政の健全

が大詰めに入って、時間が残されていない場合

化を追求する 1 号側と医療サービスの量的質的

に、行われることが多い。実際に、裁定が予想さ

充実を求める 2 号側とでは、その追求する利益

れそうな場合には、事務局が事前に会長と相談し

が相反する。三者構成の審議会に固有の特徴であ

た上で、裁定の原案を用意して、両側の感触を得

る。

ておく場合が多い。しかしながら、1 号側、2 号

この両側の対立は、会議の席のならびにも、反

側とも、公益委員の裁量に委ねられ、結論の不確

映されている。すなわち、1 号側が、一方の側に

実性が高くなる裁定という手続きは、できるだけ

列をなして着席し、2 号側は、これに向かい合う

これを避ける傾向にある。私の在任中は、入院基

形で列をなして着席する。この両側に挟まれ、両

本料のカットオフ点について、2 度の裁定を行っ

側の意見を等距離で聴けるように、公益委員は着

た。

座する。1 号側と 2 号側の対抗は、対面というか
たちで、公益委員の中立性は、両側から等距離を
とるというかたちで、ここに表現されている。
さらに、他の審議会においては、各委員が自己
の疑問点や意見を述べ、それに事務局が答えると

（2）中央社会保険医療協議会の他の関連組織
総会以外の中央社会保険医療協議会の関連組織
は、図 1 に示されるとおりである。
これらの関連組織は、大きく 4 つの種類に区
分される。

いうかたちをとるものが多い。委員間での議論の

第 1 は、4 つの専門部会である。これらの専門

応酬は、多くはない。しかし、中央社会保険医療

部会は、総会のメンバーによって構成される。ま

協議会の総会においては、1 号側の委員の発言は

た各部会の統括は、公益委員のひとりが部会長と

2 号側の委員からの反論を、また 2 号側の委員の

して行う。

意見は、同様に 1 号側からの反論を引き出す。

診療報酬改定結果検証部会は、診療報酬が医療

両側の対抗によって議論が進められ、問題点や課

現場などに与えた影響について審議する。具体的

題があぶりだされてゆく。

には、改定の影響を検証するために行われる各種

第 3 に、中央社会保険医療協議会においては、

調査の結果をとりまとめ、チェックする役割を果

裁定という方式が用意されている。公開性と対抗

たす。この部会は、公益委員のみで構成される。

性とを特徴する総会においては、議論がエスカ

費用対効果評価専門部会は、新しく導入された

レートして、双方とも引くに引けない状況に陥る

費用対効果評価の実施に関わるルールを検討し、

危険がある。そのような場合、何らかのかたちで

審議する。

決着をつけるために、1 号側、2 号側の了解のも
とに、公益委員による裁定という方式が用いられ

薬価専門部会は、薬価の価格算定ルールを検討
し、審議する部会である。

る。1 号側、2 号側が折り合いがつかず、公益委

さらに、保健医療材料専門部会は、薬価専門部

員の裁定に委ねるという了解が得られると、総会

会と同様に、保健医療材料に関して価格算定の

を中断して、公益委員は別室に移り、裁定案の検

ルールを検討し、審議する。

討を行う。公益委員の間で、裁定案についての合
意が得られると、これをその場で文章に起こし、

これらの 4 つの部会は、専門的事項を調査審
議させるために、総会の議決によって設置される
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中央社会保険医療協議会の関連組織

出所：平成 28 年 12 月 21 日開催

中央社会保険医療協議会

資料 総−4 参考 1（一部省略）

ものである。

第 3 の種類の関連組織は、診療報酬調査専門

第 2 の種類は、ふたつの小委員会である。こ

組織である。これらの組織は、診療報酬体系の見

の小委員会は、特定の事項について、あらかじめ

直しにかかわる技術的な課題を調査し、検討す

意見調整をおこなう必要があるとき、総会の議決

る。その結果は、先に述べた診療報酬基本問題小

によって設置されるものである。

委員会へとあげられ、さらにこの小委員会を通じ

診療報酬基本問題小委員会は、診療報酬に関わ

て総会へと報告される。

る基本的な問題について、予め意見調整を行う委

まず、DPC 評価分科会がある。これはその名

員会である。この小委員会に、後で述べる診療報

の通り、DPC 評価にかかわる課題を調査検討す

酬調査専門組織は報告を行い、その報告にもとづ

る。

いて 1 号側、2 号側の意見の調整を行い、これを
総会に対して報告する。
調査実施小委員会は、診療報酬決定において最

次に、入院医療等の調査・評価分科会が設けら
れている。これは、入院医療等にかかわる課題を
調査し、検討する。

も重要なデータとなる医療経済実態調査につい

さらに、医療技術評価分科会が設けられてい

て、その調査項目の設定をし、さらに、調査結果

る。この分科会は、新しい医療技術を評価し、保

についての意見調整を行う。

険収載を行うべきか否かの原案を作り、これを基

これらふたつの小委員会についても、総会のメ

本問題小委員会へ諮る。実際には、事務局を中心

ンバーが構成員となり、会の統括は公益委員が委

として各学会等から提案された医療技術の有効性

員長として行う。

等を評価して作り上げた案を専門的な見地からま

中央社会保険医療協議会における決定の構造と過程

とめて確認するという役割を担う。
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第 1 に、ルールの設定とその具体的な適用に

これらに加えて、必要に応じて、医療機関など

関して、組織的に区分していることである。価格

における消費税負担に関する分科会や、医療機関

算定のルールは、薬価専門部会、医療材料専門部

のコスト調査分科会などが設置されるが、毎年、

会によって議論され、総会の承認を得て決定され

開催されているわけではない。

る。しかしながら、この場においては、具体的な

これらの診療報酬調査専門組織は、総会のメン

品目の価格算定は行われず、これらは、薬価算定

バーではなく、医療に従事する専門家によって構

組織、保健医療材料等算定組織に委ねられてい

成され、技術的な観点から原案を議論し、これを

る。

基本問題小委員会の方へ報告する。
第 4 の種類の関連組織は、3 つの専門組織であ
る。

第 2 に、このルール設定とその具体的な適用
との組織的な分離は、それを構成するメンバーの
分離に対応する。すなわち、ルールの設定を議論

まず、薬価算定組織は、新薬の薬価算定等につ

する専門部会においては、医療従事者の職業団

いて、薬価専門部会によって審議され総会におい

体、および関連する従事者の職業団体から推薦さ

て認められた価格算定ルールに基づき、具体的な

れた者と医療保険の各団体から推薦された者との

価格付けの案を調査し、審議する。

間で議論が行われ、ルールに関する決定が行われ

次に、保健医療材料等専門組織においても、同

る。そのため、この場は、関連する団体間の利益

様に保健医療材料専門部会で検討され、総会にお

調整の場としての色彩が強い。これに対して、個

いて認められた価格算定ルールに基づき、特定保

別の品目に対する価格付けを行う専門組織におい

健医療材料および対外診断用医薬品の保険適用に

ては、医学の最前線の知識を生かせるような医学

ついて調査、および審議をおこない、価格付けを

界のメンバーによって構成され、その最先端の専

行う。

門知識を生かした判断が行われることを担保しよ

これら二つの組織は、年 4 回の四半期ごとの

うとする。ルール設定とその具体的な適用との組

保険収載に向けて、議論を進める。この二つの組

織的な分離は、職業団体間の利益調整という機能

織の構成員は、総会のメンバーではない。各分野

と、最先端の専門知識の適用という機能とを分離

の医療従事者等が専門審査員となって、具体的な

し、さらに、これを中央社会保険医療協議会全体

保険収載の可否と価格付けを行い総会に諮る。

として組み合わせ結びつけようという配置となっ

さらに、費用対効果評価専門組織が置かれてい

ている。

る。この専門組織においては、専門部会によって

第 3 に、調査組織による議論、および算定な

設定された費用対効果評価の手順にのっとり、医

どにかかわる専門組織の議論は、総会へと伝えら

薬品および医療機器の費用対効果評価について、

れ、その原案が審議されるが、これらの事項につ

調査審議を行い、個別の品目の費用対効果評価を

いて総会等でひっくり返されることは、ほぼな

確定させる。この専門組織においても、総会メン

い。

バー以外の各分野の専門家が参与する。
以上述べてきたような多様な関連組織から構成

第 4 に、開放性と対抗性とをその特徴とする
総会による決定に最終的な重みをもたせ、総会中

される中央社会保険医療協議会の組織体制につい

心主義をとっているが、個別の事項については、

て、次のような特徴を指摘することができる。

その多くを専門家から構成される下部の専門組織
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などに委ね、その専門的な判断の積み上げの上に

る。

中央社会保険医療協議会全体としての決定が成立

まず、例年 6 月に経済財政諮問会議において

している。総会における議論と決定は、総会の場

「骨太の方針」が決定され、この中で予算編成に

に集中的に表現される対抗性の上にのみ成立して

おける重点的な事項、さらに、これを受けて予算

いるのではなく、下位の関連組織の医学界の専門

要求の基準が提示される。例年、社会保障全体の

性を吸収しながら進んでいく重層的な判断の上に

伸び額が設定され、この中で高齢者人口の増加な

成り立っているのである。

どによる伸びを予測し、医療費を含んだ社会保障
費全体で納めなければならない総額が示される。

３．過程

次に、8 月末までに、保険局レベルの予算要求
と査定を経て、厚生労働省全体としての概算要求

（1）診療報酬改定全体の流れ
中央社会保険医療協議会は、診療報酬決定のな
かで最も重要な機関ではあるが、唯一の機関では

案を決定し、これを財務省主計局の方へと提出す
る。
そして、9 月以降、財務省による査定が行われ、

ない。診療報酬改定の全体の流れは、図 2 に示

最終的に 12 月末の閣議で、政府全体としての予

されるとおりである。中央社会保険医療協議会

算案がまとまり、決定される。この中で、医療費

は、他の組織によって決められた点を前提とし

総額の伸び、さらに、医療費を構成する診療報酬

て、個々の診療報酬点数の設定を行う。その点で

の医科、歯科、調剤、さらに薬価と材料価格の改

は、中央社会保険医療協議会は、診療報酬決定の

定率が決まり、公表される。改定率の区分が、細

一部分を担うに過ぎない。

かくなればなるほど、中央社会保険医療協議会に

まず第 1 に、医療費に充てることのできる総

委ねられる裁量的部分は縮小する。たとえば、

額は、政府の予算編成を通じて決定される。この

2020 年度改定においては、消費税財源を活用し

総額の決定が、診療報酬の改定率の決定として定

た救急病院における勤務医の働き方改革への特例

められる。この過程は、以下のような流れとな

的な対応として 0.08％の改定分が外出しされた。

図2

診療報酬改定の流れ

出所：令和元年 9 月 27 日開催

第 119 回社会保障審議会医療保険部会

資料 1−1 参考 2（一部省略）
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さらに、勤務医への働き方改革への対応として、

定、改定の方針に関する決定、診療報酬の個別診

診療報酬として公費を 126 億円程度入れること、

療項目の改定の 3 つの過程が、別の組織によっ

さらに、地域医療介護総合確保基金に公費 143

て決定され、全くバラバラな方向を向いていて

億円程度繰り入れることした。この予算編成の過

は、整合性のある診療報酬の体系を維持すること

程で示された改定率を所与として、中央社会保険

は難しい。この 3 つの決定過程を事実上繋いで

医療協議会において具体的な診療報酬点数の設定

いるのが、厚生労働省保険局である。すなわち、

にかかる審議が行われる。

財務省主計局と予算編成をめぐって調整を図り、

第 2 に、医療政策に関する方針は、社会保障

基本方針の決定を行う審議会の事務局を担当し、

審議会医療保険部会および医療部会において審議

さらに、中央社会保険医療協議会の事務局を担当

され、決定される。

するという役割を厚生労働省保険局が担うことに

医療保険部会は、保険の負担のあり方やマイナ

よって、3 つの異なる決定の整合性をとっている

ンバーカードによる医療機関における ITC 化等、

のである。その結果、予算編成による改定率の決

保険者と医療提供側が医療保険制度に関して検討

定、社会保障審議会のふたつの部会による基本方

すべきことを審議する。これに対して、医療部会

針の策定、中央社会保険医療協議会による個別項

は、地域医療計画や医師の働き方改革など、医療

目の議論が、一つの過程の決定結果をまって初め

提供のあり方を対象として審議をする。両部会と

て動き出すというような時間的に完全に前後する

も制度改正の折には、各々の所管の改正項目に関

かたちではなく、同時並行的に進行しながらも、

して審議を進める。

全体として整合的に集約することが可能になる。

診療報酬改定時には、この二つの部会が診療報

（2）中央社会保険医療協議会における改定作業

酬改定にかかわる「基本方針」を策定する。たと

のスケジュール

えば、令和 2 年度診療報酬改定の基本方針では、

ここまで述べた環境のもとで、中央社会保険医

医療従事者の負担軽減、医師などの働き方改革の

療協議会が診療報酬の改定に向けてどのような過

推進等、4 つの基本的視点が提示され、働き方改

程をたどるのかについて述べる。2020 年度の改

革の推進を進める方策として、厳しい勤務環境を

定の際の全体のスケジュールは、図 3 に示すと

改善するような取り組みに対して評価を行うと

おりである。

いった方向が打ち出されている。中央社会保険医

診療報酬改定の行われる改定年の前年にあたる

療協議会は、この基本方針にもとづいて個別の診

年は、通常の審議過程とは異なるスケジュールと

療報酬点数の設定を行うことになる。

なる。診療報酬の改定という目標に向けて、関連

このような分業体制は、歯科医師会代表者と支

する事項を検討し、審議の密度が時間の流れのな

払い側との間の贈賄事件を契機として行われた

かで、凝縮してゆく。この過程は、第 1 から第 3

2005 年の中医協改革によって導入された。すな

までの戦いのラウンドとして位置づけられている。

わち、診療報酬の改定率は内閣の決定事項とする

先に述べた政府全体の過程の中に置くと、財務

こと、医療政策の基本方針は、他の審議機関に

省に概算要求案を提示する 8 月末頃までが、診

よって決定すること、という改革内容を具体化し

療報酬改定の第 1 ラウンドである。この第 1 ラ

た結果である。

ウンドでは、事務局より各分野における現状と課

しかしながら、改定率に関するマクロ的な決

題についての報告が行われ、これに関する質疑が

10
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診療報酬改定に向けた主な検討スケジュール

出所：平成 31 年 3 月 6 日開催

中央社会保険医療協議会

資料 総−1 参考

進められる。具体的には、表 2 のようなテーマ

では、前回の診療報酬改定がどのような影響を与

に関して議論が行われた。

えたのかを明らかにすべく、前年度の 2018 年度

2020 年度改定の議論では、従来と異なり、ま

の調査に引き続き、2019 年度の調査がこの期間

ず各世代別の医療に関する現状と課題を洗い出す

に実施される。また、具体的な改定の際に重要と

ことから出発した。その後、表 2 に示されるよ

なる薬価調査、医療機器材料価格の調査、さらに

うな各分野ごとの現状と課題について事務局より

は、各医療機関の経営状況を探る医療経済実態調

報告が行われ、これに対する質疑と応答が行われ

査が行われる。これらの調査の結果が、第 2 ラ

た。これらの一連の審議の内容は、第 1 ラウン

ウンド以降の議論において用いられる。また、総

ドの最後に、議論の際に提示された意見、さらに

会メンバーではない製薬業界や保健医療材料業界

は課題と考えられる点が、一覧できるように取り

から改定に向けての要望を聞くヒアリングをこの

まとめられる。この第 1 ラウンドの段階では、

時期に行い、両分野における現状と課題の把握に

現状の問題点と課題との抽出に重きが置かれ、具

努めている。

体的な解決策が提示されるわけではない。解決策
の提示は、次の第 2 ラウンドに回される。

第 2 ラウンドは、政府全体の流れの中に置く
と財務省の査定が行われ、政府予算案が固まる年

また、この第 1 ラウンドは、各種の調査が実

末までの時期にあたる。そのため、事務局をつと

施される時期である。診療報酬改定結果検証部会

める厚生労働省保険局は、各種の審議会における

中央社会保険医療協議会における決定の構造と過程 11

表2

第 1 ラウンドにおいて検討したテーマ

結論を取りまとめるべく作業を行うとともに、財

た医療経済実態調査等の調査結果が示されるのが

務省との間で予算の折衝を行うという二面的な活

第 2 ラウンドの途中になるため、これらに影響

動を繰り広げる。

される調剤、歯科、および診療報酬本体部分につ

第 2 ラウンドでは、事務局から提出される資

いての議論は、スタートが比較的後になる。

料は、第 1 ラウンドで提示された課題を解決す

第 2 に、第 1 ラウンドで議論したテーマの多

るような方向性が加えられる。また、第 1 ラウ

くは、横断的事項や個別事項に振り分けられ、こ

ンドで議論されたテーマは、外来、在宅、入院、

れらについて解決策の方向性を持った議論が、数

調剤、歯科に再分類され、これに入りきらないも

多く行われる。

のは、横断的事項、個別事項のなかに再分類され

第 3 に、再分類されたテーマの中では、入院

る。このような再カテゴリー化は、一つには診療

にかかわるもの、および調剤にかかわるものが、

報酬の改定率の分類に対応させる形で、さらに

議論の回数が多くなっている。

は、入院・外来・在宅という診療の形態に対応さ

この第 2 ラウンドで、1 号側と 2 号側で意見

せるべく行われている。また、総会に提示される

の隔たりが大きくなく、合意が得られそうな項目

資料もこの分類にしたがって再構成される。第 2

については、事務局によって技術的な細部が詰め

ラウンドにおける、この再分類されたテーマごと

られ、次のラウンドでの最終決定に向けた作業が

の議論の回数は、おおよそ、その資料番号に反映

進められる。他方で、意見の対立が鮮明なものに

されている。この分類と議論の回数は、表 3 に

ついては、さらなるデータの提出が行われる、ま

示されるとおりである。なお、この配列は、資料

た個別に調整を進めるなどの形で対応がなされ

が提出された時期が早い順番となっている。

る。

この表 3 から、いくつかのことが見て取れる。

一方で、第 2 ラウンドにおいては、各種の調

第 1 に、改定率が 12 月末に示されるため、ま

査結果が出そろう。薬価調査、材料価格調査の結

12
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第 2 ラウンドでの審議事項

果は、保険償還価格と実勢価格の差をただす方向

事務局の方で、今回の改定では無理をせず、来期

で、既定のルールに基づき価格改定へと用いられ

以降に持ち越すと判断されるものは、議論から取

る。また、医療経済実態調査は、改定率の設定の

り除かれる。また、調整の結果、どちらかの側が

際に重要な資料となる。さらに、各種の検証調査

渋々了承するという項目もある。この際には、附

は、前回の改定がどのような影響を与えたのかを

帯意見のなかに、その懸念事項を記載するという

明らかにし、今回の改定をどのように行うべきか

担保を講じることによって、合意をなんとか調達

に示唆を与えるものである。これらの調査によっ

するということも行われる。1 月の末に、これま

て、改定作業の裏付けとなるエビデンスが提供さ

での議論を踏まえて、個別の改定項目を基本方針

れ、エビデンスに基づいた議論を可能にする。

の枠組みに当てはめた、
「短冊」と通称される資

これに加えて、薬価ルールの改定や医療材料に

料がとりまとめられる。この「短冊」において、

関するルールの改正について、関係団体からの意

決着していない項目については、それが分かるよ

見を聴く機会が設けられている。

うなかたちで記載される。ここからさらに、1 号

年末に政府予算案が確定し、診療報酬の改定率

側 2 号側の意見の収束ができず、かつ、何らか

が決定され、また並行して議論を進めてきた社会

の決着が必要とされる場合には、公益委員による

保障審議会医療保険部会・医療部会から基本方針

裁定に持ち込まれる。これによって、短冊におい

が提示されると、この二つの枠に合わせるかたち

て記載が欠如していた部分が埋められ、答申の文

で、第 2 ラウンドに行った議論をいったん整理

書としてとりまとめられる。

する。
年がかわって 1 月から第 3 ラウンドが始まる。

４．構造

ここでは、大臣からの諮問をうけて、答申をとり
まとめるとともに、次期以降の議論に資するよう
な附帯意見もとりまとめられる。

（1）中医協の「経済学」？
中央社会保険医療協議会における診療報酬の改

多くの項目については、第 2 ラウンドにおい

定の議論において、点数改定とその結果の間に一

て決着がついている場合が多い。しかしながら、

定の対応関係が前提されている。これは、中医協

この第 3 ラウンドでは、時間の制約があるため、

の 1 号、2 号側の委員、また公益委員、さらには

中央社会保険医療協議会における決定の構造と過程 13

これを支える事務局が共有する考え方である。そ

場でもある。内閣府において「根拠に基づく政策

の点では、中医協の「経済学」というべきものか

形成（Evidence Based Policy Making）がうた

もしれない。それは、診療報酬の点数をあげると

われ、その推進が全政府で試みられている。その

医療提供機関のサービス提供量が増え、その結

なかでも中医協において根拠として提示される資

果、狙った効果が生じやすくなる、という考え方

料の量と質は、他の審議会を圧倒していると思わ

である。これは、価格の変化によって需要と供給

れる。これは、そもそも保険収載においては、医

の交わる点が変化し、市場において提供される量

療技術や薬効等の有効性が確認されていなければ

が変化するという経済学の基本的な説明原理とは

ならず、根拠に基づく医療の前提として作成され

異なる。中医協の「経済学」においては、供給側

る情報が、そのまま審議会に提示される。さらに

の行動変化は考慮されているが、需要側の行動変

は、さまざまな調査研究事業の結果が、中医協の

化は考慮されていないのである。

場において披露されることによる。

この中医協の「経済学」では、医療サービスの

根拠に基づく政策形成を進めるべきとの認識

供給側は操作の対象となるが、患者の行動は操作

は、中央社会保険医療協議会の委員全員が共有す

の対象ではなく、所与のものとされる。その結

るものである。そもそも 1 号側と 2 号側との追

果、ある特定の診療報酬項目の点数をあげると、

求する利益が相反する中央社会保険医療協議会で

当該項目にかかわるサービス供給が増加するとい

は、データや根拠なしの空中戦のような議論で

う動きのみを前提して審議される。ある特定項目

は、合意を得ることが難しい。審議会の場におけ

を「評価する」という表現がしばしば中医協にお

る対抗性の強さが、1 号側 2 号側ともに、根拠と

いて用いられるが、これはその項目の点数を引き

なるエビデンスへの要求を強めているといえよ

上げることによって、当該医療サービスの増大を

う。

はかるということを意味する。需要側について
は、暗に供給誘発需要が前提されているのであ
る。

（3）ゲームの構造
中医協で繰り広げられる議論は、いわゆる真理
を求めるためのものではない。自己のポジション

このような供給側のみを操作の対象とするとい

を有利にし、自己の主張がより反映されるような

う前提は、点数の改定とそれによって生じる影響

結論を得るための議論である。そのため、中医協

との関係を単純化することによって中医協の議論

における議論は、自己の立場の表明というのみな

を明確化するという側面はある。しかし、需要側

らず、相手の立場の操作という側面を有する。他

の行動を所与とする前提をおくことによって、

者の発言に対して黙っていることが、合意したと

時々、痛いしっぺ返しを受けることがある。妊婦

取られかねないため、何らかの発言をすることに

加算の導入と、SNS 等を通じて発せられた妊婦

よって、収まりかけた議論の空間をかき乱すとい

側の不満の増大、それを受けた政治的な介入によ

うことも行われる。他方で、これらの対抗性の強

る加算の中断の決定は、その一例であろう。

い議論によって、従来気づかれていない様々な点

（2）根拠に基づく医療と政策形成

が照射され、問題の理解が深まるということもあ

中医協は、その対抗性が突出した審議会とメ

る。中医協という議論の場が、多くのギャラリー

ディアではとらえられていることが多いが、他方

を引きつける理由の一端が、ここにあるようにも

で、根拠に基づく政策形成が最も行き渡っている

思われる。

14
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このような議論によって彩られる中医協の場

る。従来、薬価全体を押さえ込むことは、その分

は、単一のゲームを行っているわけではない。そ

を診療報酬本体に振り向けることが可能になる医

の対立の構造によって、これを 3 つの異なる

療提供側にとっても、また、保険財政の拡大を懸

ゲームに区分することができる。

念する保険者側にとっても、共通の目標となって

第 1 は、自律性確保のためのゲームである。

いる。薬価算定のルール改正の際に、新薬創出等

このゲームにおいては、1 号側と 2 号側は同じ立

加算制度の見直しがなされた。ここで、企業ごと

場に立ち、事務局に対抗する。規制改革会議や地

に計算されるポイント制を用いて加算率を上げ下

方分権改革有識者会議等が、医療保険に関して何

げするという方式が導入された。当初は、この企

らかの制度改正を要求する場合がある。これに対

業要件について上位 5％に高い加算を認めるとし

して、1 号側と 2 号側が手を携えて、この要求を

たが、製薬業界からは、これがイノベーションに

はねつけ中医協の自律性を確保しようとする。そ

対する阻害となるという意見が提示された。その

の場合、これらの外部の審議会等の要求を媒介す

結果、当初案よりもこれらの意見を加味した上位

る事務局を相手に、対抗的な議論を繰り広げるこ

25％に認めるという案が、事務局側から示され

とになる。

た。これに対して、1 号側 2 号側とも反発し、両

その一つの例として、患者申し出療養制度の導

側ともに事務局を問い詰めるという展開となっ

入があげられよう。これは、規制改革会議が、保

た。これは、中医協の自律性を確保して、薬価の

険外診療の拡大策の一つとして打ち出してきたも

拡大を抑える方向を強調する 1 号側 2 号側と、

のである。従来、規制改革会議は、医療を「岩盤

製薬業界のイノベーションを通じて成長を促すと

規制」の典型ととらえ、その岩盤を打ち割るため

いう広い目標を掲げる政府の意図を反映した事務

に、混合診療解禁といった議論を主導してきただ

局との対立が表面化したものといえよう。

けに、1 号側 2 号側の対応は、導入に否定的で

第 2 のゲームの類型は、マクロ構造ゲームで

あったといえよう。中医協の場においては、これ

ある。ここでは、保険者として医療費の抑制を図

を議題として持ち出してくる事務局に対してきわ

る 1 号側と、医療費の充実を望む医療提供者の 2

めて強い懸念が示され、事務局対両側委員の対立

号側との対立が、基本的なモードとなる。この

構図が、鮮明であった。これが、大病院が近くに

ゲームにおいて、3 者構成をとる中医協の特性が、

ない、先進医療の計画の対象外となっている等の

最も顕著にあらわれる。ある特定の診療報酬改正

理由で、先進医療を受けることができない患者に

項目の提案が、その個別的な影響とは別に、保険

対しても、医療の可能性を拡大するというコンテ

財政の増大を招くのか否かというマクロ的な観点

クストに置き換わることで、患者申し出療養制度

からとらえられ、1 号側と 2 号側が対立する形で、

の設計に向けた議論が進行した。外部からの提案

議論が進められる。

に対する中医協の自律性の確保といった対立構造

この一つの例として、ニコチン依存症管理料に

が、患者側からの提案による選択肢の拡大という

対する治療の拡大への対応があげられる。ブリン

コンテクストに置き換えられることによって、

クマン指数が 200 以上という従来の要件では、

ゲームの構造が変わった。

喫煙年数が短くなる比較的若い層は保険による治

次の例として、薬価算定ルールをめぐる事務局

療の対象とならないため、この要件を見直すとい

と 1 号側 2 号側委員の対立をあげることができ

うことが主要な改正の中身であった。中医協の議
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論においては、1 号側は途中で治療をやめる割合

る。このような提案に対して、1 号側から費用拡

が高いことを問題視し、継続されている場合にの

大の懸念が示されたが、同時に、医師の委員から

みに限定するということを強く打ち出した。他方

どのような機能が実際に付加されるのか、また、

で 2 号側は、治療の回数制限を取り払うことを

それが加算分の効果があるのか、さらには医師の

主張した。1 号側が、成果をあげずにこの治療費

処方権の侵害に当たらないのか、などの点が問わ

が拡大することを恐れたのに対し、2 号側は、治

れた。2 号側内部で、薬剤師と医師との間の役割

療の試みを拡大しようとする方向を打ち出した。

の対立として現れたのである。

個別の治療の要件設定をめぐって、抑制と拡大の
観点から両側が対立した事例である。

また別の例として、院内処方に対する 2 号内
の考え方の差をあげることができる。病院や診療

次の例として、入院基本料のカットオフ点をめ

所が医薬品を提供するのではなく、その役割を医

ぐる対立をあげることができよう。2020 年度改

師による処方にとどめ、実際の提供は薬局が行う

定では、2018 年度改定に引き続き、このカット

という医薬分離は、長期にわたって追求されてき

オフ点の設定が公益委員の裁定に委ねられた。1

た目標の一つである。そのため、病院や診療所に

号側は、入院料 1 の最も高い点数をとれる要件

おいて提供する薬剤の管理料は、薬局における薬

を厳しく設定し、入院料の拡大を防ぐことを狙っ

剤管理料よりも低い点数にとどめ、診療報酬を手

たのに対し、2 号側はこれをより緩いものに設定

段としてこの分離を進めようとしてきた。しかし

してより多くの病院が高い入院料を確保できるこ

ながら、病院内で入院中の患者に対して薬を提供

とを要求した。これも、実際上は拡大と抑制をめ

するという機能は一部残らざるを得ない。この院

ぐる対立である。

内処方について、病院側は引き上げを要求し、薬

第 3 のゲームの類型は、ミクロの配分ゲーム

局における管理料と並びに置くことを主張するの

である。ここでは、2 号側の医療関係サービス提

に対して、薬局側の代表は、引き上げに対しては

供者内部で、対立が生じる。改定財源に限りがあ

否定的である。この 2 号内での内部的な利益の分

るため、一つの項目の改定によって当該支出が増

裂は、診療報酬改定の際に、形をかえて、あらわ

大すると、残りの財源は少なくなるため、他の項

れる。

目の改定を難しくする可能性がある。その結果、

以上、対立する主体の配置の差によって、自律

個々の改定率が決まるまで、医科、歯科、調剤の

性確保ゲーム、マクロ構造ゲーム、ミクロ配分

間でミクロレベルの取り合いが行われ、さらに医

ゲームという種類を異にするゲームが中医協に共

科の中でも入院、外来等の間で綱引きが行われる

存していることを示した。これらの 3 つの異な

可能性がある。この対立は、マクロ構造ゲームの

るゲームが、場面を変えながら、また、時には重

ように先鋭化することは少ないが、2 号側委員の

なり合いながら、中医協の審議において展開され

間で、さや当てのようなかたちで、伏在すること

るのである。

もある。
その一つの例として、調剤に関する「かかりつ

５．展望

け」の評価をあげることができよう。これは、従
来からの薬剤管理料に「かかりつけ」としての機
能を付加することによって加算を認めるものであ

診療報酬改定における今までの中医協の審議に
ついては、以下のようにまとめることができよう。
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第 1 に、医薬品、医療機器の価格決定について

ことのできる改定財源は、減少すると見込まれ

は、ルール化が進行しており、個々の品目の保険

る。この中で、医療のイノベーションの成果を保

収載や点数自体を問題にすることは、ほぼない。

険内に取り込んでゆくという作業をしていかなけ

第 2 に、医療費本体の点数設定については、
ルール化は進行していないため、個別の決定とな

ればならず、改定をめぐる交渉は、厳しくなるこ
とが予想される。

ることが多い。特に、初診料、再診料、入院基本

第 4 に、医療費内に国費を充てる側面が強ま

料など、病院及び診療所にとって基本的な収入に

り、従来の支払い側と医療サービス提供側の 2

ついては、これを改正しようとすると 1 号側・2

者の関係で決まってくる部分以上に、国の医療政

号側の対立を惹起する可能性が高い。

策を反映した診療報酬設定の側面が強まってい

第 3 に、診療報酬の改定においては、全体が

る。例えば、遺伝子パネル検査については、患者

見直されるというよりも、部分的な改定を積み重

の同意を得た上で、データを「がんゲノム情報管

ねる。新規の改定に使える財源は、薬価調査に基

理センター」に登録することを保険支払いの要件

づく実勢価格と保険点数上の価格との差が、重要

としている。ここでは、疾病の治療ということだ

となっている。この薬価差額を医療費本体などの

けでなく、データを集約して新しい治療の開発に

新規のニーズへの対応に、充当するということ

つなぐという医学研究に資するための仕掛けが、

が、改定の基本的な構図となっている。

診療報酬のなかに組み込まれている。従来以上

従来、このような基本的な構図のもとに 2 年

に、診療報酬が、様々な政策目的を達成するため

おきに診療報酬改定を行ってきたが、ここにいく

の手段として、その機能を担う機会が増えると予

つかの新たな要素が加わってきている。

想される。

第 1 は、バイオ製品に見られるように、個別

このような新たな要素は、中医協に新たな対応

の医薬品、医療製品において、従来とは比較にな

を促す。そして、公開性と対抗性とを根底におい

らないほどの高額な製品が登場してきている。そ

た会議体としての中医協に求められる役割は、厳

して、これらの製品の保険収載は、保険財政に大

しさを増しながらも、減ることはない。

きな影響を与えかねない。そのため、ルールによ
る算定のみならず、個別の製品が総会での議論の

付記

俎上に上ることが増えている。そして、これにと

なお本稿における見解は、あくまでも筆者個人

もない薬価や医療材料の価格設定ルール自体を見

のものであり、所属する組織の見解を示すもので

直す契機が増えている。

はない。

第 2 に、医療費本体の改正においては、新規
の加算項目などを設けることよりも、むしろ既存
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The Structure and Decision-Making Process of the
Central Social Insurance Medical Council
Kuniaki Tanabe＊
Abstract
I explain the structure and decision-making process of the Central Social Insurance Medical Council (CSIMC).
The CSIMC determines the price of each medical service that the Japanese medical insurance system covers.
The CSIMC has many subcommittees to investigate and examine various aspects of the medical insurance
system. Although the CSIMC makes the final decision in its jurisdiction, it delegates some of its responsibilities
to these subcommittees.
This council comprises three groups of members: (1) the representatives of health insurance associations,
(2) the representatives of medical service providers, and (3) the representatives of the public interest from
universities. Discussions on this council are open to audiences and are sporadically confrontational.
Every 2 years this council discusses and revises the medical pricing system following a predetermined
schedule. In April of the previous year, the council starts to discuss the problems of the present situation
and set agendas to reform the pricing system. In September, the council focuses on important agendas and
discusses solutions to problems. In the next year, the council determines the revised plan for the medical
pricing system and reports it to the Minister of Health, Labor, and Welfare.
On the council, the members play three different games. The first is the game of keeping its autonomy. In
this game, members belonging to the first and second groups confront the bureau of the Ministry to resist
external requests to change the system. The second is a game in which the members of the first and second
groups confront considerations of the financial impact of the revised plan. The first group resists plans to
expand medical insurance coverage, which will deteriorate the financial prospects of their insurance system.
The third is a game in which the interests of the second group contradict and each member seeks to expand the
allocation of their services.
In its perspective, this council will expand its function to accommodate the changing environment of medical
insurance in Japan.
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