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①消費税の当面の運動方針は「8％に

戻せ」でいいのか

　消費税について大会方針では、今後
の対応として「当面の課題として８％
に戻す法案の国会提出を追求する。総
選挙に向けては、保団連としては消費
税廃止をめざしつつ、市民と野党が心
を一つにできる消費税減税の政策目標
の実現に貢献する。」としている。
　基本理念として「消費税廃止をめざ
しつつ」といった記述があるものの、
長野の理事会では、もう少し踏み込ん
だ提起が必要ではないかとの意見が出
されている。
　夏の参議院選挙で躍進したれいわ新
選組の山本太郎代表は「5％への減税」
を次期衆院選での野党共闘の条件に掲
げる方針を示し、共産党との共闘の合
意が成立した。
　保団連としても、せめて 5％への減
税といった方針を打ち出すことについ
てどう考えるか。

（執行部答弁）保団連は消費税導入当

初から消費税廃止を掲げ、社会保障の

財源確保のために消費税を増税する政

府に強く反対してきました。保団連と

して 5% の減税といった方針を打ち出

すことは、十分に可能性のある提起で

あると考えます。論議するとともに忘

れてはならないのは国民の世論です。

会内の議論を含め世論にも働きかけな

がら、方針を定めていきたい。

②金パラは素材価格ではなく実勢価格

で評価すべき（答弁不要）
　2019 年６月の代議員でも長野協会
の他に複数の協会から金パラの価格改
定ルールの見直しについては喫緊の課
題として発言通告が寄せられた。
　今回の保団連大会方針（案）では

「５％の増減ルールを廃止し、変動幅
にかかわらず６カ月ごとに改定を実施
することを求める。」としているが、
医療機関が不満に感じているのは、随
時改定では金属のみの価格調査によっ
て材料価格を設定しているため、実際
の購入価格と乖離して逆ザヤになって
いる点である。
　若干のタイムラグはやむを得ないと
しても、材料価格の設定にあたっては
素材価格ではなく金銀パラジウム合金
価格の市場価格を調査する方式に改め
ることを強く要望すべきである。

③公立・公的病院の再編統合を押し付

ける病名公表の白紙撤回を求める（答
弁不要）
　厚生労働省は 2019 年９月に全国
424 の公立・公的病院を名指しし、
統廃合を含めた再編の検討を求めるこ
とを決め、病院名を公表した。長野県
でも、国立病院、県立病院の他、日赤
や厚生連など 15 の病院（うち 2 つは
すでに統合済み）が対象となり、医療
関係者や住民は驚きと困惑をもって受
け止めている。
　厚生労働省による各地域の説明会で
は、突然の公表に謝罪するものの撤回
はしないという姿勢で、参加者からは
地域医療構想調整会議で検討している
矢先に水を差すものだとの強い批判の
声も出ている。
　長野県保険医協会でも今回の公表は
白紙撤回すべきものだと考えている。
現在、長野県の医団連（保険医協会、
民医連、医労連、難病連、社保協）に
自治労連、県労連が参加する「地域医
療と公立・公的病院を守る長野県連絡
会」は県内の名指しされた 14 の病院
開設者、病院長あてに懇談のお願いを
し、１月～２月に実施を予定している。
　また、連絡会では病院との懇談を通
じて、県民に地域の病院がなくなった
らどうなるか考えてもらおうと来年度
早々に県民シンポジウムを企画する方
向で活動している。
　必要な医療提供体制は上からの押し
付けではなく、地域の医療関係者、住
民の意見も聞きながら検討されるべき
あり、全国で病院名公表の白紙撤回を
求める行動を！
④医師偏在解消のための臨床研修制度

の在り方を含めた具体的な提案を望む

　保団連では医師偏在の問題に関し
て、「同一県内での偏在、へき地での
医師不足は深刻である。その是正のた
めには診療報酬による手当だけでは限
界があり、公的支援が必要である。」
としている。
　公的支援といった面では、医師数が
人口 10 万人対比で全国平均を下回る
長野県でも医師の確保・定着のための
予算措置をするなど努力しているが、
十分な効果が得られないのが地方の実
情である。
　医師偏在が加速した要因のひとつと
して医師臨床研修制度により医局制度

の是非は別として、医局が崩壊したた
めといった指摘があり、何らかの強制
力を持った配置の仕組みがなければ偏
在解消は難しいのが現実でもある。最
近では医師のマッチングシステムや新
専門医制度により研修医が都市部へ集
中して偏在がさらに加速する懸念もあ
る。

（執行部答弁）ご指摘の通り、専門診

療科の研修施設を主に担う大学病院に

専攻医が集中し、地域の基幹病院での

研修医の確保が困難となることが懸念

されています。日本専門医機構は東京

など 5 都府県の専攻医数に上限を設

定し地域偏在を是正するとしています

が、都市部も含めてすべての県で医師

数が不足する中で大学病

院などの医師派遣の見直

しなど新たな問題も生じ

かねません。

　医師偏在の是正に向け

て産科、外科など医師が

大幅に不足する分野への

対 応 を 求 め る と と も に、

地域枠、地元出身者枠の

拡充を含めて、医学部定

員増で計画的な医師養成

を図ること、専門医研修

はカリキュラム制をはじ

め柔軟に運用することなど医師養成課

程における改善が必要と考える。

⑤マイナンバーによる資格確認導入反

対を国民も巻き込んで運動強化を 
　政府は 2021 年 3 月から医療機関
の窓口でマイナンバーカードによる保
険資格確認をスタートする準備を進め
ている。保団連の大会方針でも、医療
へのマイナンバーカードの持ち込みの
阻止を掲げている。
　本会でもマイナンバーカードによる
資格確認の導入は医療機関における情
報管理のリスク負担の増大と初期費用
の問題、将来的には社会保障個人会計
導入につながる等の懸念から、断固反
対の立場である。保団連でも医療機関
だけではなく国民も巻き込んだ形での
運動強化をお願いしたい。
　なお、同時に進められる保険証によ
るオンライン資格確認に関しては、大
会方針に明確な記述はないが、あくま
で「義務化」に反対し、既にオンライ
ン請求を行っている医療機関の選択は
妨げないといった立場で整理して良い
か確認をしたい。

（執行部答弁）保団連ではオンライン

資格確認について、マイナンバーカー

ド利用には反対です。

　政府は 2023 年度末までにおおむね

すべての医療機関でマイナンバーカー

ドによる資格確認を導入する構えでい

るが、その狙いとしてマイナンバーに

よる管理統制を強め、将来的には社会

保障個人会計など保険料負担と給付を

一括管理し、医療費の抑制、社会保障

費の抑制など、また営利企業の利潤追

求に利用される可能性がある。カード

普及がすすめば医療、年金、介護、税

金など個人情報が芋づる式につながっ

て、政府による国民の情報管理、社会

保障個人会計の導入の地ならしにされ

ると考える。

　保団連では、関係部と連携しながら

マイナンバーカードの資格確認の問題

について宣伝を強めたい。医療機関に

マイナンバーカードを持ち込ませな

い、減らすことも含めて取り組みの具

体化を検討したい。

⑥災害時の収入をカ

バーする休業保障制

度の検討を 
　 近 年、 毎 年 の よ
う に 大 規 模 災 害 が
発 生 し て い る 中
で、 医 療 施 設 等
が大きな被害を受け、
長期にわたり診療が
再開できない、ある
いは診療内容の制限
など、復旧のために
多額の費用がかかる

上に、大幅な収入減少となるケースが
生じている。
　現在の保団連の保険医休業保障共済
保険の中では災害時の休業に対する補
償について制度設計を加えることや、
保団連として新たに独自の共済制度を
立ち上げることは法令上できないされ
ている。
　しかし、災害はいつ起きるかわから
ないし、被災した時に会員が廃業を選
択することなく復旧をめざすために
も、支えとなる補償制度は必要である。
　昨年の保団連理事会で損害保険会社の
商品が紹介されたが、年間保険料が高額
であること、会員のニーズがあるかどう
かなどの課題が出されたが、当会の協同
組合で条件や給付金額、給付期間などの
シミュレーションした結果、保険料を抑
える方法もあるようだ。こうした商品の
斡旋を団体割引が適用できる形で前向き
に検討していただきたい。

（執行部答弁）現在自主的な共済制度

の創設は保険業法の制約により実質的

には認められておらず、政府の共済に

対する政策を変えさせることを含めて

創設には相当な時間を要すると思われ

る。できる限り早く被災会員を助けた

いという趣旨は我々共済部も同様です

ので、さらに生損保に情報収集を行い、

既存の損保商品の団体扱い、あるいは

団体契約の可能性の検討をしたいと考

えている。
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発言通告と執行部答弁発言通告と執行部答弁
本紙１面にて掲載した保団連定期大会について、県保険医協会からの発言通
告と保団連からの執行部答弁を報告する。
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