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後期高齢者医療制度は存続させてはならない 

～今度の衆議院選挙で廃止法案の成立実現へ～ 
 

１．はじめに 
これまで、後期高齢者医療制度はなぜ廃止されねばならないかについて訴えてきました。今回

は、残しておくと、国保や社会保険に悪影響を及ぼす。すでにその兆候があらわれ始めている、

ということについて検討します。 

 

２．後期高齢者医療制度は社会保障とは無縁 

これまで検討してきたことをざっと振り返ります。後期高齢者医療制度は、社会保障とは似て

非なるもの、社会保障制度とは無縁の制度です。 

問題点① 目的・理念に問題があります 

この制度を律する法律の目的と理念が問題。第1条目的、第2条理念。その冒頭では、高

齢者に係わる医療費（社会保険給付費）を計画的に削減していくための計画の策定が掲げら

れています。ついで、高齢者は加齢に伴う心身の衰えを自覚し健康の維持・増進に努めよと、

健康と疾病の自己責任論を強調しています。その上で、高齢者の医療費を平等に負担すべき

であると明記されています。高齢者の老後の安心や福祉の向上などはじめから無視されてい

ます。 

問題点② 独立した社会保険です 

老人保健法（高齢者の受診の際の一部負担を肩代わりして保障した）とは違い、国保や社

保とは完全に独立した保険として創設されました。それは第1に後期高齢者の医療費を国民

全体で負担することを明確にするため。第2に後期高齢者に入院制限や外来の包括医療（薬

以外の医療を月6千円に限定）などが可能となったこと。などを厚生労働省は挙げています。 

問題点③ 疾病予防個人責任の仕組みを備えています 

メタボ健診を後期高齢者医療制度が実施することにしたことで、予防の成果があがらない医療

保険者には後期高齢者医療への支援金の増額をする制度を導入したこと。やがて個人責任を追及

する制度に転進していくことも可能となりました。 
問題点④ 保険財政の最終責任を国と自治体は負わない保険です 

政府も自治体もこの社会保険制度の財政の最終責任を負わないで済む制度にしたこと。自治体

が引き受けなかったので、後期高齢者医療広域連合を導入しました。ここが保険財政の運営責任

を負います。保険財政が赤字になるかその恐れがある場合保険料の引上げを行う。そのため 2年
ごとに見直す。保険料引上げについては国の指導に従う義務がある。これにより、国と自治体は

法律で決められた 5割負担以外の支出をせずに済む。高齢者は際限なく保険料の引き上げにみま
われるか、保険給付を引き下げることになります。 
問題点⑤ 高齢者への支援金を義務付けた 

社会保険として作られたということです。もともと収入がないか限定されている後期高齢
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者から保険料を徴収することは、憲法25条の理念に反します。それをあえて75歳以上の高

齢者を他の年齢階層の人びとと隔離して社会保険として創設しました。 

そのことにより、国民が高齢者の医療を支える仕組みができたとしています。国保や各種

の社会保険が、後期高齢者医療費の4割を支援金という形で国に変わって肩代わりする仕組

みになっています。そして社会保険だと強調することで、他の社会保険もやがて後期高齢者

医療制度と同じ内容にしていくということを示しているのです。後期高齢者医療制度は、国

保や共済・健保そしてきょうかい健保どれよりも一番新しい社会保険です。新しい制度に既

存の制度を合わせていく。それは後期高齢者医療制度の低い給付水準を他の医療保険に拡大

していくということでもあります。 

私たちは、若い世代や前期高齢者よりも疾病リスクの多い後期高齢者だけを集めて社会保

険をつくるのは非常識だと政府を批判しています。政府は、先の先まで読み込んだ、計画的

に後期高齢者だけを別枠に囲っているのです。 

社会保障制度とは似て非なるものであることをしっかり見据え、廃止の決意を新たにすべ

きです。 

 

３．他の社会保険の改悪の引き金になります 

（１）被用者保険家族からも保険料徴収か 

後期高齢者医療制度を存続させておくと他の医療保険に悪い影響をもたらす。その第1は、被

用者保険の扶養家族からの保険料の徴収です。 

厚生労働省で後期高齢者医療制度を企画・立案・具体化に担当官僚として中心的な役割を果た

した土佐和男氏は、自らの著書（「高齢者の医療の確保に関する法律の解説」）で、大要次のよう

に言っています。「後期高齢者の2％は被用者保険の被保険者。20％が被用者保険の扶養家族。こ

の2割の人びとは保険料負担をしていない。更に、残りの80％は国保の被保険者。国保は納入し

た地方税をべースに保険料が賦課されるので、社会保険と違い収入対比での保険料率が低くなっ

ている。更に法定減免の制度があるため、かなりの数の後期高齢者が保険料の納入を免れている。

今回の後期高齢者医療制度により、すべての後期高齢者にきちんと保険料を賦課・微収すること

ができた」と。 

賦課・徴収という表現をしています。すべての国民は収入の如何にかかわらず社会保険である

限り保険料は納入せねばならない。すべての国民にまず賦課されるべきなのだ。減免はよくよく

の事情のあるものが例外として免除されるのだ。そんな意味もこめて賦課・徴収と言っているよ

うに思います。 

ですから、社会保険制度の下で保険料の賦課・微収が免除されている限られた人びと、すなわ

ち被用者保険の扶養家族への保険料の賦課・徴収は、秒読みの段階に入っているといわねばなり

ません。 

（２）入院の食費と部屋代も徴収へ 

ついで、目下のところ介護保険と後期高齢者医療制度でのみ、すなわち高齢者のみが、入院・

入所時の食と部屋の使用料が保険給付外、すなわち自己負担とされています。どうみても福祉の
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対象とされるべき高齢者に負担の重い制度は不自然です。よって稼動収入のある現役労働者の医

療保険からも食と部屋代の保険給付は見直されねばならない。こんな議論がやがておきるでしょ

う。なにしろ後期高齢者医療制度の方が新しい保険なのですから。新しい取り決めが古い取り決

めに取って代わる。同じ社会保険制度の下で、不平等は是正されねばならない。誰もがうなづき

そうになる、こんな理由がやがて登場してきます。 

（３）混合診療につながります 

保険の対象とならない分野が拡がると、そのあと何がでてくるか。混合診療の登場です。すで

に介護保険制度では混合給付が制度化されています。この点について、介護保険の企画・立案・

制度の創設に中心的な役割をはたして、厚生労働省の元大臣官房審議官の和田勝氏は自らまとめ

た「介護保険制度の政策過程」のなかで、混合給付を可能にしたと誇示しています。良い制度だ

と思っているのです。混合給付は被保険者の利便性のためだとも言っています。介護保険は、ご

承知のとおり保険から提供される介護サービスは国が定めた基準内サービスに限定されていま

す。不足が生じた場合、被保険者がみずからの責任で介護サービスを買い求めねばなりません。

介護認定基準を厳しくしてきていますので、保険からのサービスでは介護要求が充足しません。

いきおい自由なサービスを利用することになります。 

（４）準備過程ででた問題の復活も 

後期高齢者医療制度を厚労省が準備作業をすすめていたときに、描かれていた医療制度の内容

も、復活してくるかもしれません。当時、制度にもりこまれる内容のうち、法案から除外された

項目は以下の内容です。 

①保険免責制度の導入 

保険免責制度とは、社会保険ここでは後期高齢者医療制度が責任を負わないで済む、つま

り保険給付から外す内容を、あらかじめ制度上はっきりさせておくというものです。当時議

論されていたのは、1 日の医療のうち、外来では医薬品は給付外とする。あるいは、1 日の

医療のうち2,000円とか 1,500円とか定額で保険が効かない医療を金額で示す。医療費定額

免責制度だと、たとえば 1日あたり 2,000 円を給付外とする患者負担は、1日医療費の総計

5,000 円―2,000円。3,000円の保険給付費の1割負担で 300円。結局1日 5,000 円の医療

費がかかると定額負担の 2,000 円に、1割負担の 300 円を足した額、つまり 2,300円が患者

負担となります。単なる1割負担だと500円です。 

②入院でのホテル代も給付外へ 

厚労省はホテル料と表現した場合は、入院療養と在宅療養と同じ扱いとするということで

す。具体的には入院医療のうち、医師の診察料と医薬品・検査料のみを保険給付とするとい

うものです。現在では、入院中の食費と部屋代が保険給付外とされています。現在の負担に

上乗せされるものは、看護料・電気ガス光熱料・入浴料などです。現在よりも数倍の負担増

となります。厚労省は、ホテル料と食と部屋代という言葉を使い分けています。この点への

注意も必要です。 

③死後に医療・介護費の回収策も 

死後残された財産から、生前費やした社会保険での医療と介護の給付費を回収する制度の

創設です。後期高齢者を前期と分けた理由のーつに、この問題があるように思います。つま
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り、生前の介護と医療に費やした保険給付を、いつから計算するかという問題です。75歳か

らなら平均余命を視野にいれて計算も可能です。この問題はおそらく銀行なり生命保険なり

にかかわる資本の参入を念頭にいれての制度の新設と思います。いずれにしても、後期高齢

者医療制度は、徹頭徹尾社会保障制度とは無縁のものだといえます。 

（５）疾病自己責任追及の制度化も 

後期高齢者医療制度は、社会保険というものの、これまでの社会保険と異なる性質が埋め込ま

れています。それらは、やがて他の社会保険にも移入されていくものだということを忘れてはい

けないように思います。その内容のーつに疾病自己責任論を追及しうる仕組みが埋め込まれた医

療制度であるということです。 

1980年から開始された臨調行革は、いろいろなところで指摘していますが、医療制度の見直し

を強くときの厚生省に求めました。それに最初に応じた方針が 1983 年の「今後の医療政策～視

点と方向～」でした。医療費（保険給付費）がなぜ増加するのかという視点からのみ日本の医療

制度を分析し、医療費の増加をいかに抑えるかという視点でのみ、今後のすなわち 21 世紀を目

指す日本の医療のありかたを提起したものです。その第1の柱が健康保持・疾病予防自己責任論

の徹底化でした。この視点はいまなお国の医療政策の基本に据えられています。 

2008年 4月から開始された生活習慣病対策、一般的にはメタボ対策のほうが通りがいいと思い

ます。これは後期高齢者医療制度と同じ「高齢者医療確保法」に基づいて実施されています。（メ

タボ健診にまつわるいろいろな問題点にふれるのは避けます。関心のある人は篠崎次男著「『構

造改革』と健康増進法」、「生活習慣病対策と自治体保健師」ともに萌文社。あるいは「『健康自

己責任論』と公衆衛生行政の課題」自治体研究社、などを参照してください。） 

2010年でこのメタボ健診が開始されて3年経過します。医療保険者からメタボ健診の受診を指

示された被保険者は、この3年以内に受診することとしています。その受診率が70％を超えない

と、その医療保険者は保健活動に不足があったとして、後期高齢者医療制度への支援金（各医療

保険者は 1年間の被保険者とその家族につき一人約 4万円程の支援金を納めています。）の 10％

を上限として課徴金が徴収されます。保健活動に熱心でないことが医療費の引き上げにつながる

はずだという論理です。これはそのまま保険料の引上げの要因となります。このことが数回積み

上げられると、健康に留意している被保険者から健康に努力しない被保険者との差別化が求めら

れるようになると思います。 

これまで健診は自治体の保健センターが実施していました。それが医療保険者の手に移りまし

た。ここには診療録（正確には診療報酬請求明細書）が集まります。それと健診・保健指導の記

録のすり合わせが可能となります。喫煙や過度の飲酒習慣のある被保険者、肥満や運動不足、過

食などの被保険者へのペナルティが当然検討されます。これらの人に対しては保険給付を制限す

るとか、保険料率を引き上げるとか、とかく平等化・公平化が叫ばれる世の中ですから、保険診

療に際しての患者負担や保険料の増額が当然のこととしてだされてきます。これは、健康維持に

努めている多くの人に受け入れられる措置です。最終的には健康でも治療でも格差社会に陥って

いくこととなります。 

当面、2010年度に、メタボ健診がらみの保険料引き上げなどの動きを注目していく必要があり

ます。この問題は、後期高齢者医療制度が存在する限り、いつでもついてまわる問題点です。 
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（６）医療保険制度の一元化の促進 

1990年代後半に入り、日本経済の長期にわたる不況の影響を受けて、社会保険制度の財政は危

機的状況にみまわれました。 

日本の社会保険はわかりやすくいえば所得階層別に組織されています。国家公務員や教職員は

共済組合。大企業の人びとは健保組合。中小零細企業の人びとは政府管掌保険（08年 10 月から

きょうかい健保）。定年退職者・零細な自営業の人びとは自治体国保。国民を 4 つのグループに

分断して組織することで、社会保険問題で国民が大きく連帯することを阻害してきました。大企

業や共済組合は他の保険より良い条件を確保することで良質な労働力の確保に役立てたり、労働

条件の良い、従って保険料収入も高く疾病率も抑えられるなどの条件を生かして、政府管掌や国

保などとの差別化をはかってきました。いわば社会政策的に階層別に社会保険はつくられてきま

した。これが、経済政策の失敗で怪しくなってきました。そこから医療保険の一元化がでてきま

した。医療保険を一本化することで保険財政基盤を大きくする必要に迫られてきたのです。 

健康保険組合は、母体となる企業の不振のあおりをうけ、被保険者の減少にみまわれています。

保険料収入も落ち込んでいます。政府管掌（現きょうかい健保）は、零細中小企業が多く経済不

況の影響を一番強くうけていて、被保険者の収入減・被保険者減による保険財政の悪化に喘いで

います。自治体国保は、企業のリストラによる職を離れた中高年労働者の受け皿となり、低収入・

高有病率の被保険者増による保険財政の危機が深まっています。これまで過疎地域の国保が困難

でしたが、いまでは都市部、それも大都市部の国保が大きな困難にみまわれています。また労働

法の改悪による雇用ルールの破壊で、雇用形態の多様化がひろがり、若い世代の労働者の多くが

非正規社員となり国保の対象者であるにもかかわらず、保険料納付を嫌い未加入者が多く、これ

も国保財政の悪化に拍車をかけています。 

このような状況のもとで、かねてからめざしていた医療保険制度の一元化への動きが加速して

きています。保険の財政基盤の安定化の要諦は、規模の拡大だからです。ここで、重視せねばな

らないのは、後期高齢者医療制度型保険への移行です。正確には後期高齢者医療広域連合が国や

自治体の目指す方向です。 

2008 年 10 月にきょうかい健保がスタートしました。政府が管掌する社会保険は、社会保険庁

が管理していました。それをとり上げ、都道府県知事が創設する特殊法人に移管しました。それ

がきょうかい健保です。厚労省は、これを社会保険の民営化の第1歩と評価しました。 

社会保険庁では、全国一本で社会保険を管理しているので、給付と負担の関係が不明確になる。

都道府県ごとに分割すれば被保険者の負担と給付の関係が明確になる、と説明しています。この

きょうかい健保の仕組みが後期高齢者医療広域連合と同じです。保険財政の最終責任は国にも自

治体にもありません。この点ですでに社会保険とはいいにくい内容になっています。社会保険庁

が民営化の第1歩と評価した理由もこの点にあります。保険給付費と保険料や患者負担などとの

関係をみきわめながら、赤字にならないよう保険料を定期的に見直していきます。知事には現行

保険料の10％を上限に毎年引き上げる権限をもたせてあります。 

この動きをみきわめた上で京都府知事が、市町村が運営している国保を京都府での一本化をす

るための準備室を府庁に設置、国保統合の準備を開始しました。また、前期高齢者医療への支援

金の増額に反対した多くの健保組合が解散し、きょうかい健保に吸収され始めています。この動

きが加速すると、建設労働者が設立し、運営にも参加し独自の民主的な医療保険として機能して
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いる建設国保は、やがて消滅していくことになりそうです。 

医療保険の一元化は、社会保険に対する国や自治体の責任を著しく軽減させるための方策とし

て、動きだしています。後期高齢者医療制度の他の医療保険に与えるマイナスの影響のーつです。 

 

４．若い世代の問題としての廃止運動へ 

後期高齢者医療制度は、高齢者以上に若い世代に対して悪い影響を与えています。社会保障と

似て非なる性質が、他の医療保険制度に拡大されつつあります。廃止を目指す運動のさらなる強

化・拡大が求められています。 

これまで、うば捨て山的医療制度だ、高齢者差別だ、といういわば感情的な訴えで世論の共感

をよび、運動が拡大されていきました。これからは、更になぜ廃止なのかについて、社会保障制

度でないから、このことを明確に打ちだしていく必要があります。そして、現役世代が高齢者を

応援するということでなく、自分自身の問題として受け止め、自分の闘いとして廃止運動の先頭

にたつ。そのことを強く若い世代に訴えていく。 

情勢は厳しい。しかし、今回は、衆議院を自民・公明以外の諸政党が団結して、参議院同様な

廃止法案の成立が実現できる勢力に拡大する。私たちもそれを応援する。そのことで確実に廃止

ができる。私たちの努力次第で、私たちの要求が実現できる。私たちの闘い方いかんに廃止がか

かっている。気を引き締めて運動の強化に励む。 

どのような選挙でも高齢者の投票率が高い。その高い投票率が実は高齢者の医療を悪くしてい

る。この事実を直視する。高齢者の安全・安心のために力を注ぐ政党に高い投票率をいかすため

に努力する。 

残されたわずかな時間に、日本の社会保障の将来がかかっています。さらなる奮起を。 

 

５．老人医療費無料制度の復活を 

後期高齢者医療制度の廃止以後について、老人保健法でとりあえず対応し、時間をかけて高齢

者医療のあり方を皆で検討する。 

ただし、その前提は老人医療費無料制度の復活です。 

無料化…後期高齢者はみんな無料化の時代を知っています。 

30年前、当時は私たちも国も今よりはるかに貧しかった。その貧しい国が医療制度の無料化を

実現させた。だれもがこのことも知っています。 

つまり、貧しくとも実現可能なのだ。それは財政が豊かであるかないかの以前に、人を大切に

する心を政治がもつか否かなのだと。 

今の政治に欠けている人間重視の心を取り戻す。そんな思いをこめて、保守・革新を問わず、

高齢者は老人医療費無料化を支持します。 

無料化…声を大にして訴える。そのことと廃止を重ねあわせて闘う。 
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麻生内閣が掲げる「安心安全社会保障カード」をめぐる 

問題点について ～社会保障証とは何なのか～ 

 

１．安心社会実現会議・社会保障番号制 

麻生総理大臣は、ことあるごとに安心と安全の保障が自分の政治信念であることを強調してき

ました。その証として、自分が主宰する「安心社会実現会議」を官邸で開催してきました。この

ほどその成果として「安心と活力の日本へ」をまとめ、公表しました。取りまとめた座長は成田

豊（電通最高顧問）氏です。若者・現役世代を含めた全生涯、全世代を通じての「切れ目のない

安心保障」がうたい文句です。雇用・子育て・学校教育・医療健康、老後と介護の5つの領域で、

麻生内閣が国民の安心を保障するための目標を提示しています。 

この報告では、今後 2010 年までの 3 年間に緊急に取り組まねばならない課題として、①給付

つき児童・勤労税控除の創設、②子育て支援サービス基盤の計画的整備、③就学前教育の導入、

保育や育児休業制度との統合、④雇用、生活保障セーフティネットの構築、⑤高等教育の私的負

担の軽減措置、⑥非正規労働者への社会保険・労働保険適用拡大、⑦コミュニティにおける医療・

介護連携の推進、⑧安心保障（社会保障）番号／カードの導入、⑨安心社会実現本部、安心社会

実現オンブズマンの設置、⑩行政組織の再編・人的資源の再配分、と10項目をあげています。 

 

２．安心料は消費税増税で 

いつ倒れてもおかしくない低支持率内閣がいまさら何をいうか、それよりサッサと退陣せよと

いいたいのですが、とにかく、国民の信任をえた内閣とは言い難いにせよ、ときの権力者が一番

重視している安心社会づくりのための設計図ですから、それなりに動きだすのかもしれません。 

ただ気になるのは、これらを実現するための円卓会議を設置するとしている点です。何を議論

するのかというと「安心給付と負担のありかたについて合意形成のため」の議論だといっている

点です。 

安心にくらす。それは公的に保障されるものではないということのようです。安心も国民が保

険をかけて給付されるもの、そんな仕組みを考えているようです。この場合の負担とは消費税の

増税で、合意とは受け入れろということです。 

10の具体化のための項目には、中味を見なくともそのうさん臭さが匂い立っているものが沢山

あります。たとえば、就学前教育の導入。幼児期からの英語教育が、家庭では日本語を使い学習

で英語を話すということで、生活に生じる文化のちがいに戸惑う幼児が問題化しています。その

延長線上に子育て支援サービスの基盤整備が位置づけられているようで気になります。これは完

全に教育の市場化のための基盤整備でもあるのではと思います。非正規労働者への社会保険の適

用拡大とは、非正規労働者の固定化策でもあります。コミュニティにおける介護と医療の連携の

推進は、小泉内閣が力を入れていた地域再生戦略の復活を意図したものではないかと危倶されま

す。 

麻生内閣や自公政府が、総選挙後も存在しているようであれば、10項目について一つ一つ批判



 8

的検討をしなければならないと思います。 

 

３．動き出している社会保障証の準備 

今回はここにあげている問題のなかで、実はすでに動きだしている問題について中味を吟味し

ます。それは、安心保障番号／カードの導入です。 

社会保障証の発行はすでに決定しています。年金・介護・医療の保険証を一本化する。更に、

すべての国民に背番号を附す。2008年 4月から動きだしている生活習慣病対策の記録も、診療記

録もこのカードに納められることになりそうです。当然、労働安全法に基づく職場健診の記録も

扱われることは容易に考えられます。 

税金にかかわる情報も一元化してこのカードで取り扱うこともありうる。要するに社会保障に

かかわる国民一人一人の総合的な情報管理が可能となる。数年前に戸籍の背番号制が導入されま

した。個人のプライバシーの侵害を警戒する声があがり、かなり問題になりました。社会保障証

の制度化は、戸籍の背番号制とは比較にならないほどの個人情報の総合管理化です。それなのに

世論から置き去りにされています。不気味に思います。 

 

４．2010年から始まる報酬請求の電子化 

この社会保障証の問題は、2010年から始まる社会保険診療報酬請求の電子化の義務化と深いか

かわりがあります。社会保険診療を担当する医療機関は、社会保険がきめた枠組みに従い、毎月

社会保険あて診療報酬の支払い請求をおこなっています。その請求書（レセプト）は、手書きで

紙の用紙での請求でも、電子化された形式でも社会保険医療機関の選択にまかされています。そ

れが電子化請求一本になります。 

電子化の義務化でレセプト管理が徹底して実施できます。それは、社会保険診療の画一化でも

あります。この請求明細書は、医療機関ごとに患者一人一人、外来と入院にわけて作成されます。

記載事項は、患者の保険番号、氏名・生年月日・年齢・性別・初診日・病名（病名ごとに治癒か

継続治療か死か明記）・治療内容の価格つき明細（実施した検査名と回数・投薬した薬品名と量・

実施した処置の部位と回数・手術の部位と回数・必要な説明メモなど）とにかく一カ月間の治療

内容が克明に記されます。 

実は報酬請求業務は大半の医療機関で久しい以前から電子化が進んでいます。そこから保険請

求用紙に打ち出されて社会保険あて提出されています。ごく一部の小規模開業医のところで手書

きの請求がおこなわれているにすぎません。ですから、何をいまさら問題視するのか。実は電子

化の義務化で別のことが始まるからです。社会保障証以前に保険診療に与える大きな影響があり

ます。 

 

５．社会保険診療の画一化 

わかりやすい事例をあげます。2009年 4月から開始された新介護認定制は、健康の実態を正し

く認定に反映させない。体の状況を故意に健康にみたてることが問題になっています。なぜその

ようなことがおきるか。第1次審査結果を重視することからおきる介護認定結果の軽度化です。 
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第 1 次審査とは、訪問調査員が介護認定を申請した高齢者に対して 70 あまりの質問をし、そ

の結果をコンピューターに打ち込む。つまりコンピューターの判断を重視するということです。

これまで、第1次審査の結果を、詳細な訪問調査員の報告や主治医の意見書とすり合わせて修正

するのが介護認定審査会の審査でした。それを、意見書などを意識的に軽視する方法に変えまし

た。 

コンピューターは、指が動くか否かは判断できるが、その動く指でどの程度の日常生活動作が

できるかまでは判断できない。動けば自立となります。その判定を重視するのですから介護認定

結果の軽度化がでてくるわけです。 

診療報酬請求の電子化とは、医療機関から提出された診療報酬明細書（レセプト）の審査が、

全レセプト対象に瞬時に実施できるとことになります。その審査は、レセプトに記入された特記

事項は無視する。単純な計算ミスの発見にとどまらずに、病名と症状と診療内容を瞬時に比較検

討し、診療内容が保険診療担当規則に準じたものであるか否かを読み取ります。逆に言えば、コ

ンピューターに組み込まれたソフトに診療をあわせないと、その報酬はカットされていく。社会

保険診療は限りなく画一化される。患者のその時々の訴えや病状などは無視して、機械的に診療

内容を審査していく。実際に患者を前にして診察し、患者の訴えを聞く、その病状が求める医療

を実施する。その医師の患者を前にしての診療方針を優先せず、機械にあわせた診療を強要する。

更には、社会保険の側が、審査するソフトをいじることで医療費の調整は意のままになる。非常

に危険なことです。 

混合診療とは、保険の医療と保険の効かない医療を同時に実施することです。保険診療が実際

の病状に応えられない場合は保険の効かない医療を自費で購入させていく。こんな状況が急速に

拡大していくことになりそうです。 

 

６．ＩＴ産業による健康市場の寡占化から、労働力の総合管理へ 

社会保障証の発行を機に、そこに納められたデーターを企業が活用できるようにしろとの企業

側の要求が強まっています。内閣府に設置されている改革推進会議では、ＩＴ関連企業の委員か

ら、総合化された社会保障の情報を民間企業が活用できる方途を切り開くよう求めています。民

間企業がどのように情報を活用するのか。 

医療保険者からメタボ健診受診の指示がある、すると間もなくメタボ関連産業からの商品の売

り込みが激しくなる。肥満だから万歩計を。あるいは健康食品をお飲みなさいなどのお勧めメー

ルが頻繁に届けられる。駅スポセンターから、会員になるようお勧めがくる。 

更には、生活習慣病対策もＩＴ産業主導になる。携帯電話を使用してメタボ健診後の特定保健

指導などは自治体と医療保険者と保健・福祉系の大学との連携で、各地で実験的指導が開始され

てもいます。メタボ健診後の保健指導は 1 回限りです。その後は自己負担で自己管理しなさい。

そんなことにもこの情報は便利に活用されます。 

医療保険者が最終的にねらっているのは、健康維持自己責任の徹底化です。肥満で生活習慣病

の場合、肥満を解消しない場合は血圧や糖尿の治療は保険給付外とする。過度の飲酒での肝障害

も保険給付外。喫煙者の呼吸器疾患は保険給付外。メタボ予備群は保険料の3割増しなど、多様

な自己責任の追及も可能となる。 

更には、労働力管理にも活用の道が開ける。雇用形態の多様化で非正規社員が拡大し マニュ
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アルの精密化で個人能力の測定は、学歴や出身大学などで測定することよりも、健康状況で労働

力を選別する方向に流れていくと思います。そのときに、社会保障証にこめられた健康歴・健診

歴・病歴等はうってつけの情報となります。社会保障に関する情報の個人別・一元管理体制は、

限りなく企業に貢献していくことになります。これは、単なる情報もれで個人のプライバシーが

侵されるという次元の話ではなくなります。情報もれは企業に限って許される。国民総背番号制

による国民の終身管理態勢の整備です。 

 

７．社会保障の個人収支の明確化へ 

かつて社会保障にたいする個人台帳制の導入が検討されていました。一人一人が納めた各種の

税・保険料の額と、給付（学校教育・住宅・介護・福祉・保健・医療・年金など）との比較検討

で、最終的に、一人一人が社会保障費が持ち出しているのか、納入額以内にとどまっているのか

検討する。オーバーしている場合、それ相応の自己責任の追加が求められる。これは私的保険の

給付状況なども総合化していくことで、社会に迷惑をかけないための私的保険の役割の明確化も

鮮明にしていく。 

社会保障証の問題は急速に表面化されていくこととなります。心して対峙していかねばと思い

ます。 

 

小さな動きにも、未経験なできごとの発生にも気付く 注意力を身につけよう。 

人権意識にたえず磨きをかけて、注意力を養う。 

 

最近、社会保障の学習の機会がめっきり減っています。問題が多様化しています。しっかり学

習し、情勢に機敏に反応できるよう、常日頃からこころがけましよう。 

講師派遣・・ご相談ください。 

 

近刊紹介 

『「新介護認定制・給付適正化」への取り組み』 

篠崎次男著 日本生協連医療部会刊 虹のブックレット№82 700円（税込み） 

● 09年 4月からの新介護認定制の実態と、それとの闘う方向について整理し 

てあります。 

『「医療制度構造改革」と公衆衛生のゆくへ』 

篠崎次男著 全国保健師活動研究会・萌文社刊 

● メタボ健診が軌道に乗り、これまで自治体が実施していた各種の健診や保健 

事業が縮小しつつあります。自治体保健師の定員減や嘱託化もひろがり始めて 

います。各地の状況を示しつつ、健康を守る課題について整理しています。 
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