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　2018 年 8 月より長野県において子ども医療費助成制度の現物給付方式が導入さ
れた。それに伴い県保険医協会では11月に子ども医療費助成制度に関するアンケー
トを開業医会員（1124 名）と保護者を対象に行い、開業医会員 63 名（回答率 5.6％）
保護者 74 名より回答が得られた。
　今号ではアンケートの集計結果がまとまったので調査結果について報告する。ま
た、アンケート結果に関しては、1 月 17 日に行われた長野県との懇談にて使用さ
れた。（１面参照）
１. 現物給付への変更についての評価（共通）

医療機関 保護者

回答 回答数 割合 回答 回答数 割合
大いに評価する 16 25.4％ 大変よい 44 59.5%
評価する 28 44.4％ よい 22 29.7%
あまり評価しない 6 9.5％ ふつう 4 5.4%
評価しない 2 3.2％ よくない 1 1.4%
どちらとも言えない 10 15.9％ 無回答 3 4.1%
無回答 1 1.6％

2. 子どもの受診頻度について（共通）
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3. 子ども医療費助成制度の対象は何歳までが妥当だと思いますか。（共通）

医療機関 保護者

回答 回答数 割合 回答数 割合
小学校卒業まで 4 6.3％ 1 1.4%
中学卒業まで 27 42.9％ 11 14.9%
高校卒業まで 28 44.4％ 47 63.5%
20 歳まで 4 6.3％ 15 20.3%

4. 新制度による事務処理について
　（医療機関）

回答 回答数 割合
煩雑になった 17 27.0％
簡素化された 14 22.2％
ほとんど変わらない 30 47.6％
無回答 2 3.2％

5. 支払基金又は国保連合会へ直接レセ
プト請求する方式について（医療機関）

回答 回答数 割合
評価しない 9 14.3％
評価する 50 79.4％
無回答 4 6.3％

6. 窓口負担金について（共通）
①福祉医療の窓口負担はどうあるべきだと考えますか

７. 処方箋をもらって薬局に行く場
合、医療機関と薬局でそれぞれ負
担金を支払うことについてどう思
いますか（保護者）

②全県一律の場合の負担金は何円が妥当だと思いますか
　（①で全県一律と回答した人）
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医療機関 保護者

回答 回答数 割合 回答数 割合
0 円 22 34.9％ 24 32.4%
300 円 1 1.6％ 13 17.6%
500 円 25 39.7％ 11 14.9%
無回答 2 3.2％ 3 4.1%

回答 回答数 割合
制度なので仕方がない 47 63.5%
不満 26 35.1%
その他 1 1.4%

医療機関 保護者

医療機関 保護者

　問１の現物給付方式への変更につい
ては、医療機関は約７割、保護者では
約９割が制度の変更に対して好意的な
評価をしている。
　問２の受診頻度については、現物給

付導入後に受診が「増えた」と回答し
たのは約１割で「変わらない」の回答
が医療機関、保護者ともに半数を超え
るという結果になった。
　問３の制度の対象年齢には、医療機
関では「中学卒業まで」、「高校卒業ま
で」という意見が多かったが、保護者
からは「高校卒業まで」が約 6 割「20
歳まで」が約２割と広い対象年齢を求
める回答が多かった。
　問４の新制度による事務処理につい
ては、「ほとんど変わらない」という
意見が約半数で最多となったが、「煩
雑になった」「簡素化された」という
２つの回答も同程度あった。
　問５の請求方法について、市町村に
請求するのでなく直接支払基金や国保
連合会にレセプト請求できる方式につ
いては、「評価する」という回答が約
８割となった。

 福祉医療費助成制度アンケ―ト

　　　　　　　　　 調査結果報告　　

　問６の窓口負担金について、「全県
一律にすべき」という回答が、医療機
関で約８割、保護者からが約７割とな
り、全県一律に賛成する回答が共に多
くの割合を占めた。また、全県一律に

した場合の負担金については、医療機
関では「０円」と「500 円」で回答
が分かれ、保護者では「300 円」「0 円」
と負担金が減るにつれ回答数も増える
という結果になった。
　問７については、現在の制度では院
外処方の際薬局でも窓口負担が発生す
るため、保護者に対し調査を行った。
回答は「制度なので仕方がない」が約
6 割、薬局でも負担金を払うことに「不
満」という回答が約 4 割という結果
になった

８．福祉医療費助成制度への自由意見（抜粋）

医療機関

・とても患者さんがよろこばれていま
す。
・福祉医療の窓口負担を全国￥０とし
てほしい。
・当医院患者多く実日数 1 日がほとん
どなので、毎回 500 円いただく事に
なり心ぐるしい。全県一律無料にして
いただきたい。
・受給者証の持参がない場合の事務手
続きが却って煩雑になってしまいまし
た。
・全県一律ではないので隣市から患者
さんと現市で手続きが違ったりして大
変めんどうである。負担金は 0 円であ
るべきとは思うが県のあるいは保険者
の財政上 300 円位ではどうかと思う。
・患者の反応は非常に良いです。ただ、
今後コンビニ受診が増加するおそれ
は、あると思われます。
・他の福祉医療もすべて現物給付にし
て欲しい（母子等）
・同一月に助成制度利用の歯科治療と
外傷によるスポーツ振興センター共済
利用の場合、受付も親も大変煩雑とな
る。

保護者

・ 経済状態を考えて受診する機会をへ
らしたりする必要がなくなったので、
精神的に安心して子供の健康管理をす
ることができるようになってありがた
いです。
・急に変わったので、事前に広告や
CM などで知らせてほしい。
・出来れば、薬局と医療機関で 1 回の
負担が理想的。
・窓口にて一律 500 円となり負担は
減りましたが、やはり支払うことに変
わりないので窓口で支払いがないよう
にしていただきたいです。
・窓口負担が減り医療機関にかかりや
すくなりました。
・同月に複数科を受診し、それぞれ薬
局へ薬をもらった場合、3 科受診する
と 3000 円かかるため安くなったよう
に思えない。
・以前の制度と負担額は変わらないけ
どとても利用しやすくなりました。
・自治体によって負担額が違うのは、
負担が少ないところが少しうらやまし
くもあるが、仕方ないことかなあと思
う。


