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古代の線刻画モチーフ

クリアファイル商品化

河北新報 2015 年 10 月 22 日

新たに商品化された古代の線刻画をモチーフにしたクリアファイル

障害者のアート事業に取り組む宮城県山元町のＮＰＯ法
人「ポラリス」が、地元の合戦原遺跡をモチーフにしたク
リアファイルを商品化した。横穴墓群から見つかった東北
最大級の古代の線刻画を障害者がまねて描き、温かみのあ
る作品に仕上げた。関係者は「山元の歴史を発信して町を
元気にしたい」と意気込む。
線刻画は７月、東日本大震災の被災者向けに整備中の集
団移転先から発掘された。７世紀の古墳時代末期から奈良
時代のものとみられ、玄室の奥壁に人や鳥のようなものが
描かれてた。
これを基に、ポラリスを利用する障害者がイラスト化。
土に刻んだ線刻画を茶色の線で表現した。ファイルの上下には彩色した鳥の絵も入れた。
裏面には被災して２０１７年春に再開予定のＪＲ常磐線をモチーフにしたイラストを載せ
た。
制作に当たり、障害者らは考古学の専門家から遺跡や線刻画の歴史的価値について学ん
だという。
ポラリスの田口ひろみ代表は「線刻画の持つ価値をみんな意欲的に学んで表現してくれ
た。貴重な遺跡をアートとして記録に残すことで、住民や子どもたちが山元の歴史に触れ
るきっかけになればうれしい」と話した。税込み２５０円。連絡先はポラリス０２２３（３
６）７４１０。

西明石駅前に多目的スペース開設

明石の社会福祉法人

神戸新聞

2015 年 10 月 22 日

初の絵画展が開かれている多目的スペース「コットンベール」
＝小久保２

兵庫県明石市内で障害者福祉施設を運営している
社会福祉法人「明桜会」（本部・同市大久保町大窪）
が西明石駅前に多目的スペース「Ｃｏｔｔｏｎｖｅｉ
ｌ（コットンベール）
」（小久保２）を開設した。初の
絵画展が開かれ、愛好家グループ「デッサン子午線」
の有志１０人出展している。
コットンベールは、人と人とのつながりが生まれる
場所を目指して今年６月にオープンした。広さ約４０平方メートルあり、同法人が運営す
る福祉施設の利用者が制作した陶器や菓子などを販売している。
絵画展は、新たな活用方法を模索する中で企画し、油彩や水彩１４点を壁に展示。デッ

サン子午線のメンバーらは「駅から近くて明るいので、ほかの絵画グループにも知ってほ
しい」と話す。
作品展のほかにワークショップなどイベントの会場としても利用でき、男性スタッフ（３
８）は「地域の人たちがさまざまな形で集える場所にしたい」と意気込む。
絵画展は１１月３０日まで。営業は月～金曜の午前１１時～午後２時半。コットンベー
ルＴＥＬ０８０・３１１５・４０７７（井原尚基）

障害年金の理解深めて 塩尻で１１月３日年金教室
信濃毎日新聞 2015 年 10 月 22 日
厚生労働省が年度内にも障害年金の支給判定に新たなガイドラインを導入するのを前に、
新制度への理解を深める「障がい者と支援者のための年金教室」が１１月３日に塩尻市で
開かれる。社会保険労務士らでつくる実行委員会の主催。新ガイドライン導入により、県
内では障害年金を支給しにくくなるとの懸念があり、専門家が受給の現状や制度の動向を
解説する。
障害年金のうち、最も多くの人が受け取る障害基礎年金をめぐり、厚労省は１月、支給
を申請して不支給と判定された人の割合が都道府県の間で最大約６倍の差があったことを
認めた。これを是正するために設置された同省の検討委員会は、偏りが特に大きい精神・
知的・発達障害の新たなガイドラインを作成した。
ただ、長野県の不支給率は５・８％と全国で４番目に低いため、新ガイドラインで判定
が平準化されると、不支給と判定される人が増えるとの懸念が生じている。
年金教室では、検討委員会委員の青木聖久・日本福祉大教授らが制度の最新の動向を交
えて講演。個別相談の時間も設ける。実行委事務局の社労士斎藤京子さん（佐久市）は「障
害年金は制度が複雑で当事者や家族だけでは受給に至らないケースも多く、支援者も含め
て学ぶ場が重要だ」と話している。
年金教室は塩尻市の市民交流センターえんぱーくで１１月３日午後１時半から。精神障
害、知的障害の当事者や家族のほか、社会福祉士や一般の人も参加できる。当事者と家族
は無料、ほかは参加費千円。申し込みは実行委事務局（電話０８０・６９３８・６０９２）。

「発達障害」地域全体で見守って

大阪の小児科医がガイドブック自費出版
産経新聞 2015 年 10 月 22 日
発達障害への理解を広めたいと、淀川キリスト教病院（大阪市東淀川区）の小児科医、
谷均史さん（５９）がイラストをふんだんに使って分かりやすく解説したガイドブックを
自費出版した。周囲の無理解から「怠けている」
「しつけができていない」などと誤解され、
いじめや孤立につながるケースも多いといい、谷さんは「地域全体で理解し見守ってほし
い」と期待を込める。
ガイドブック「みんなのなかで そしてみんなとともに」のイラストは、漫画家のいわ
みせいじさんが担当。計算や読み書きなど特定の分野が極端に苦手な「学習障害」や、落
ち着きのない「注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）」、対人関係に困難がある「自閉症スペ
クトラム」など、発達障害と総称される症状について、それぞれどういう行動が苦手なの
か、また周囲はどうサポートすればいいのかを紹介している。
例えば、学習障害について「何回言っても頭に入らない」「黒板を写そうと思うが瞬時に
忘れてしまう」といった症状を紹介し、ボイスレコーダーやワープロ、計算機の使用を認
めるなど「合理的配慮」が必要だと提案。またＡＤＨＤの場合は、「叱るよりほめることが
大切」など、基本的な接し方を紹介している。
谷さんはこれまで鹿児島県徳之島や大阪市内で小児科医をしながら発達障害の子供らを
支援。診察だけでなく学習環境への配慮を求めて学校や行政に働きかけてきた。今年から
淀川キリスト教病院で「発達障がい外来」を担当。多くの患者と接する中で、世間の理解

がまだまだ進んでいない現状を痛切に感じたという。
ガイドブックの発行は、学校や医療現場だけに対応を任せるのではなく、地域全体で支
えて孤立を防ぐことが必要だという思いがきっかけとなった。分かりやすさを重視し、イ
ラストでの説明を多く盛り込んだ。
「地域のおっちゃんおばちゃんに手に取ってほしい。理
解者が増えれば、子供たちが笑顔に過ごせる場所が増える」と谷さんは話す。
今後、出張講演も積極的に行うつもりだ。「わが子や孫の不安を抱えている親御さんも少
なくないはず。ＰＴＡやママ友の集まりなどいろんな場所で話していきたい」としている。
税込み８６４円。購入や講演の依頼は「いつも青空舎」（（電）０９０・３７１３・３５
１９、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｔｓｕｍｏａｏｚｏｒａ．ｃｏｍ／）。

神戸市、手作り雑貨売買サイトと連携 来年４月に拠点開設
神戸新聞

2015 年 10 月 21 日

神戸市と「ミンネ」の連携について話す久元喜造市長（右）と
ＧＭＯペパボの佐藤健太郎社長＝東京都港区

手作り雑貨の個人売買サイト「ｍｉｎｎｅ（ミン
ネ）」を運営するＧＭＯペパボ（東京）と神戸市は２
１日、市内のハンドメイド作家を連携して支援すると
発表した。来年４月、同市中央区の「デザイン・クリ
エイティブセンター神戸（ＫＩＩＴＯ）」内に拠点を
開設し、作家向けの勉強会や交流会を開く。
同社によると、作家の支援拠点を設けるのは都内に
続き２カ所目で、自治体との連携は初めてという。
「ミンネ」は、手作りのアクセサリーや雑貨を手軽に売買できるウェブサイト。出品料
は無料で、取引が成立すれば売り上げの約１割を手数料として支払う。現時点で１５万６
千人が作品１７９万点を登録している。
同市は、手芸や編み物を趣味に持つ市内の専業主婦らにサイトや支援拠点をＰＲ。イン
ターネットを活用した在宅ワークの機会創出につなげる。久元喜造市長は同日、都内であ
った「ミンネ」の事業戦略発表会に出席し、「障害者や未就労の若者にも呼び掛け、市内に
眠る人材や才能に光を当てたい」と話した。（山本哲志）

診療報酬の 16 年度改定へ議論開始

社会保障費 1700 億円抑制へ
日本経済新聞 2015 年 10 月 21 日
診療報酬の 2016 年度改定に向けた議論が 21 日始まった。厚生労働省は同日、大病院前
に並ぶ「門前薬局」の報酬や、割安な後発医薬品（ジェネリック）の単価を一段と下げる
方針を示した。一方、医師の過剰な投薬を点検する「かかりつけ薬局」の報酬は積み増し、
医療費の抑制につなげたい考えだ。
財務省は社会保障費の伸びを 1700 億円分抑える方針で、
診療報酬もマイナス改定が視野に入る。
厚労省は 21 日の社会保障審議会医療保険部会に論点案を示した。12 月初旬までに診療報
酬改定の基本方針をまとめる。年末までに財務省と調整して診療報酬全体の改定率を決め、
年明けに項目ごとの報酬を決める。
厚労省が報酬の引き下げを明確に打ち出したのが、１つの病院の処方箋に頼ってもうけ
る門前薬局だ。厚労省は薬局に対して医師の過剰・重複投薬をチェックする役割を期待し
ている。しかし門前薬局は「病院からの処方箋を口を開けて待っているだけ」（幹部）とみ
ている。
一方で、複数の病院の処方箋を持ち込む「かかりつけ薬局」の報酬は引き上げる。患者
の身近な相談相手になり、薬の飲み残しや危険な飲み合わせを確認する。24 時間の対応や

患者宅への訪問などが条件になりそうだ。患者の幅広い病気に対応する「かかりつけ医」
の報酬も優遇を検討する。
診療報酬は薬の単価も決めている。来年度改定では、特許が切れた新薬の成分でつくる
後発薬の単価を下げる見通しだ。厚労省はすでに 20 年度までに後発薬の普及率を 80％に上
げることを決めている。普及の促進と並行して価格も下げて医療費を抑える。
財務省は湿布などの市販品類似薬を保険の対象から外すなどさらなる効率化を求めてお
り、診療報酬全体でマイナス改定を要求する方針だ。医療費の総額は年に約 40 兆円で、う
ち約 10 兆円が国の負担。診療報酬を１％下げれば国の負担を約 1000 億円抑えることがで
きる。
ただ横倉義武日本医師会会長は 21 日、「負担能力のある人の保険料を増やせばある程度
の財源を確保できる」と述べ、診療報酬の大幅な引き下げをけん制した。年末にかけて首
相官邸や与党、業界団体を含めたかけひきが激しくなりそうだ。

マイナンバー きょうから法人番号の発送始まる
NHK ニュース 2015 年 10 月 22 日
マイナンバー制度で、全国４４０万ある企
業や団体に割りふられる「法人番号」という
１３桁の番号の通知書の発送が、東京の一部
などで２２日から始まります。
マイナンバー制度では、国内に住む一人一
人に１２桁の個人番号が割りふられるだけで
なく、全国で４４０万ある企業や国の機関、
地方自治体などにも、法人番号という１３桁
の番号が割りふられます。
国税庁は、この法人番号を通知する書類の
発送を、２２日から東京の一部の区などで始めることにしていて、都内の印刷会社の倉庫
では、２１日準備が進められました。
税や社会保障などの個人情報と結びつけられ、慎重な扱いが必要な個人番号とは異なり、
法人番号は国税庁の検索サイトで一般に公表されさまざまな利用方法が検討されています。
企業の名称や所在地が変わっても法人番号は変わらないため、税務署が納税の状況を把握
しやすくなるほか、民間企業でも取り引き先の管理がしやすくなるということです。
国税庁法人番号管理室の小平忠久室長は、「法人番号がどのように使えるかは利用者の創
意工夫次第で、今後は民間と行政が知恵を出し合って社会的に役立ててほしい」と話して
います。

臨時国会見送りなら マイナンバー監視に影響

情報保護委が欠員に
東京新聞 2015 年 10 月 22 日
政府・与党が年内に臨時国会を召集しなかった場合、住民一人一人に番号を割り当てる
マイナンバー制度を監視する内閣府の外局「個人情報保護委員会」は来年一月、監視体制
が十分に整わないまま発足する。九人の有識者委員のうち四人は新たに国会同意が必要だ
が、年内に同意人事の議決を得られなくなるためだ。個人情報が流出する懸念を抱えるマ
イナンバー制度は来年一月、委員の欠員という異例の状況での運用開始となりかねない。
（大杉はるか）
個人情報保護委員会は先の通常国会で、安倍政権が提出して成立した改正個人情報保護
法で新設が決まった。制度を監督する第三者機関として昨年発足した「特定個人情報保護
委員会」
（堀部政男委員長）の陣容と権限を強化する目的で、改組する。政府とは距離を置
いた第三者の立場で、住民のプライバシーを保護するのが狙いだ。

監視機関は、行政機関や企業・団体が持つマイナンバーに結び付けられた氏名、性別、
生年月日など「特定個人情報」の取り扱いに関するルールをつ
くる。制度が本格的に施行される二年後には、個人情報の漏え
いや目的外利用などが疑われる場合に、立ち入り検査や指導す
る権限も持つ。
委員長と委員八人の計九人で構成。学識経験者を選び、国会
の同意を得て首相が任命する。発足時の事務局の規模は約五十
人。定数九人の委員中、五人は既存の「特定委員会」の堀部委
員長ら全委員五人が就任予定。残り四人を国会の同意を得て新
たに選任する。
来年の発足時に、九人全員がそろうには年内に臨時国会を開
いて人事の同意を得なければならない。監視機関は委員五人が
決まっているため委員会は開けるが、四人も欠員になるとチェ
ック機能は弱まる。
政府は、マイナンバーを個人の戸籍情報や病歴と結び付け、
納税や社会保障などに生かそうとしている。ただ、日本年金機
構から大量の個人情報が流出したことで、住民にはマイナンバ
ーや個人情報が流出して不正利用されるのではないかという
不安が強い。
政府は自ら監視機能の強化を打ち出しておきながら、臨時国
会を避けたいという自らの都合で、それを遅らせようとしてい
る。

７事務で独自活用 マイナンバー、県が検討
日本海新聞 2015 年 10 月 22 日
来年１月に行政事務への活用が開始されるマイナンバー制度で、鳥取県は法定事務以外
の７事務で独自にマイナンバーを利用することを検討している。自動車取得税の減免や療
育手帳交付などの事務が対象で、県は「所得証明書など添付書類が不要となり、県民の利
便性が向上する」としている。関係条例案を１１月議会に提案する。
マイナンバー制度は、国内に住民票のある全ての人に１２桁の番号を割り当て、税や社
会保障などの情報を国や自治体が効率的に管理する制度。社会保障、税、災害対策の３分
野のうち法で定めた事務だけに使われるが、地方公共団体が条例で定めれば同分野の範囲
内で法定事務以外にも利用できる。
県がマイナンバーの利用を検討している７事務は、自動車取得税の減免▽療育手帳交付
▽高校生奨学給付金▽県立高校学び直し支援金支給▽特別支援学校就学奨励費支給▽県立
高校授業料減免申請審査▽県立高校定時制・通信制教科書交付。
県業務効率推進課は「他の行政機関との間で必要な情報をスムーズに確認し合えるよう
になり、申請時の添付書類の省略にもつながる。番号管理には十分留意して利用を進めた
い」としている。

「どならない育児」
、群馬県が指導者養成へ
読売新聞 2015 年 10 月 22 日
群馬県は「どならない育児」を保護者に広めるため、指導者となる市町村職員を、今年
度から３年間で１０８人養成する方針を決めた。
児童福祉担当職員や保健師を対象に講座を開き、修了者は地域の保護者に、どならない
育児を指導し、育児不安の解消や児童虐待の防止につなげる。
県内では児童虐待の件数が増加傾向にあり、特に、大声で威嚇するなどの「心理的虐待」
が増えている。このため県は、米国の「コモンセンス・ペアレンティング」と呼ばれるプ

ログラムに着目。同プログラムに基づき、どならない育児の指導者養成講座を開くため、
今年度当初予算で３９万円を計上した。８～９月に講座を実施し、１３市町村から職員１
８人が参加した。
講座が好評だったことから、県は継続して実施するのが望ましいと判断。同規模の講座
を１２月にも開くため、４４万円を９月補正予算に計上した。２０１６、１７年度も、１
８人規模の講座を２回ずつ実施するための予算を確保する考えだ。
講座の修了者は、どならない育児を保護者に伝える「ぐんまの親子 仲よしこよし 子
育て講座」で指導者を務めてもらう。講座には、修了者をサポートするベテラン指導者を
招くため、県は９月補正予算に２８万円を盛り込んだ。
厚生労働省のまとめによると、１４年度に県内の児童相談所が対応した児童虐待件数は
９２０件で、前年度から１８３件増えた。昨年８月には、玉村町で当時３歳の男児が母親
に虐待されて死亡する事件も起きた。県児童福祉課は「児童虐待への関心は高く、行政に
も計画的な対応が必要だ」としている。
◆コモンセンス・ペアレンティング
どなったり暴力をふるったりせずに子どもをしつける技法を学ぶプログラム。米国の児
童施設で開発された。保護者は、効果的なほめ方、自分自身をコントロールする方法、前
もって言い聞かせる方法など６項目を７時限で学ぶ。市町村が母子保健事業の一環で、保
護者向けの講座を実施することが多い。

ＪＫビジネスに法規制を 11 団体が厚労相に要望書
共同通信 2015 年 10 月 22 日
子供に露出度の高い服を着せ、わいせつな写真や映像を撮る「着エロ」や、女子高生に
みだらな行為をさせるＪＫビジネスは「子供の性の商品化そのものだ」として、ＮＰＯ法
人など 11 団体が 22 日までに、法規制を求める要望書を塩崎恭久厚生労働相宛てに提出し
た。
提出したのは、ＮＰＯ法人「シンクキッズ―子ども虐待・性犯罪をなくす会」や「ＥＣ
ＰＡＴ／ストップ子ども買春の会」など。
要望では、幼い子供の半裸姿や水着姿の写真集やＤＶＤが公然と販売されているのは「性
的虐待そのものだ」と指摘。ＪＫビジネスについても「働かされている女子高生らが児童
買春などの犯罪被害に遭う危険が高い」と批判し、児童福祉法や児童虐待防止法にこうし
た行為を禁止する条項を追加するよう求めた。
シンクキッズの後藤啓二代表理事は「被写体とされた子供たちは性的虐待や性の商品化
の被害者。児童相談所による保護や立ち直り支援も必要だ」と訴えている。

札幌市が返済免除奨学金 児童養護退所後を支援
北海道新聞 2015 年 10 月 22 日
札幌市は２０１６年度、児童養護施設に入所している子どもの退所後の進学を支援する
ため、返済不要の奨学金制度を設ける。月額５万円を１年間給付し、経済的な理由で進学
を断念したり、中退に追い込まれたりしないように支える。道によると、児童養護施設の
子ども向けの奨学金支援事業は道内で初めて。
児童福祉法では、親がいない、親から虐待を受けているなどの事情を抱える子どもを児
童養護施設が受け入れるのは原則として１８歳未満。里親と暮らす場合に国が養育費など
を出すのも１８歳になるまでで、その後は自立を迫られる。
市が創設する奨学金は、５月に就任した秋元克広市長の公約「子どもの貧困対策強化」
の一環で、市内の児童養護施設や里親のもとで暮らす高校３年生が対象。生活資金として
進学してからの１年間、月５万円を給付する。大学や短大、専門学校に通い続ければ返済
の義務はない。年間１０人、市の予算で同６００万円程度の支援を見込む。

病児のシッター代の自治体助成

東京で増加傾向

朝日新聞 2015 年 10 月 22 日

今年度から訪問型サービスの利用料金の助成を始めた東京都
文京区の子育て支援課。多い日で１日５件ほど問い合わせがあ
るという

発熱などで保育所に預かってもらえなくなった子
どもたちの面倒をみる「病児保育」で、民間のシッタ
ーサービスの利用料金を助成する自治体が東京都内
で増えている。病児保育専用の施設で子どもを預かる
従来のサービスだけでは、高まるニーズに追いつかな
いためだ。
■渋谷・文京…都内広がる
文京区は今年度から、児童１人につき年４万円を上限に、病児・病後児のシッターサー
ビスの利用料の半額を助成している。区の病児・病後児保育施設は２カ所だけで、定員は
それぞれ１日６人。
「施設整備には時間がかかるが、自宅をシッターが訪問する民間サービ
スへの助成なら導入しやすい」と、子育て支援課の小林篤史主査は話す。
利用料金の助成は２００７年度の千代田区を皮切りに、１１年度に渋谷区、１２年度に
足立区、今年度から文京区と北区で始まっている。ほかにも、杉並区では区民に無償や割
安で提供する「子育て応援券」が病児らのシッターサービスに利用できる。
助成制度の利用者数は右肩上がりだという。渋谷区の助成件数は初年度の７９件から
年々増加し、１４年度は２３４件にのぼる。千代田区は０９年度の２０件から１４年度は
７８件に増えた。
これまで専用施設で預かる形が一般的だった自治体の病児・病後児保育サービスで、な
ぜ訪問型のシッターサービスへの助成が広がり始めたのか。「施設を増やそうにも協力して
くれる医療機関が見つからない」（千代田区）など施設整備の難しさのほか、「施設に常駐
する保育士や看護師を確保するのが難しい」（北区）など人材確保の困難さを理由にあげる
自治体もある。
国も１１年度から、訪問型の病児・病後児保育サービスを自ら提供する自治体には補助
金を交付しているが、１４年度までの導入実績は大阪市や鳥取市など４市町だけだ。補助
を受けるには、全ての保育スタッフが一定の研修を受けるなど、要件が厳しいためだ。
保育問題に詳しい大日向雅美・恵泉女学園大教授は「病児保育のニーズは高いが施設が
足りない状況で、自治体が民間サービスの料金を助成するのは時代に合った取り組みと言
える。ただ、安易に助成するのでなく、子どもの安全のための人材育成やバックアップ態
勢がしっかりしているか、事業者をきちんとチェックして欲しい」と話す。

ひきこもり、４０歳以上が６割
読売新聞 2015 年 10 月 21 日
学校や仕事に行かず、自宅に閉じこもる「ひきこもり」について、山梨県が初めて実態
調査を行い、県内には少なくとも８２５人いることが分かった。
調査は今年７月、県内の民生委員や児童委員計２３３７人に対し、ひきこもりに関する
アンケートを行い、１８５１人から回収した（回収率７９・２％）
。対象は、１５歳以上で、
社会的な参加が６か月以上できず、自宅にひきこもっている人（時々買い物などで外出す
る人を含む）とした。
調査結果によると、ひきこもりに該当する人は８２５人。内訳は、４０歳以上が計４９
４人と全体の６０・４％を占め、３０歳代が１８７人（全体の２２・９％）、２０歳代が９
７人（同１１・９％）
、１０歳代が４０人（同４・９％）だった。
男女別では、男性が５２８人、女性が２００人、無回答９７人。また、１０年以上ひき
こもっている人は計３２４人に上り、全体の３９・３％を占めた。

ひきこもりになった経緯（複数回答）については「わからない」が２６・３％で最も多
く、
「病気・性格」の２１・６％、
「失業」の１４・８％が続いた。
県は今月９日、甲府市の県福祉プラザにひきこもりに関する相談窓口を設置。精神保健
福祉士や臨床心理士などの相談員が１日２人態勢で相談に応じている。県障害福祉課では
「秘密は厳守する。匿名でも受け付けるので、遠慮せず相談してほしい」としている。
相談の受け付けは平日の午前９時～正午と午後１時～４時で、電話番号は 055・254・7231。

生活保護の人、医療費割高…「自己負担なし」で過剰な診療？
読売新聞 2015 年 10 月 21 日
生活保護受給者の医療費は、国民健康保険に加
入する同じ病気の患者より高くなる傾向があり、
高血圧を持つ患者では１・５倍に上ったとの調査
結果を、大阪大の研究班がまとめた。
国の生活保護費は３兆６０００億円を超え、そ
の半分を医療費が占める。生活保護受給者の医療
費は自己負担がないため、医療機関が過剰な診療
を行っている可能性が指摘されていた。医療の適
正使用の議論に一石を投じそうだ。
高血圧１．５倍、心臓病１．３倍…
２２日から大阪府内で開かれる日本心不全学会で発表される。調査は、２０１１年から
１５年５月分までの大阪府内のある市の国民健康保険（国保）に加入している約３万５０
００人と、生活保護（生保）受給者約５０００人の診療報酬請求データを集計、分析した
もの。
生保患者が使った医療費は１人当たり平均月約８万１０００円で、国保患者は同約７万
１０００円。年代別では３５～５９歳の現役世代で、生保患者が１・７倍と高く、６５歳
以上になると差がなかった。
診療報酬請求上の病名別でも、分析した２９疾患中「歯・口腔」と「周産期」を除く２
７疾患で生保患者の方が医療費が高かった。
高血圧では、生保患者の医療費は１人当たり月約７万９０００円で、国保の同約５万３
０００円の１・５倍。心筋梗塞などの心臓病では生保が約１０万円で国保の１・３倍。両
疾患では入院、検査費、訪問診療などの在宅費で、生保患者の医療費が高かった。
一方、腎臓病全体では生保患者の医療費の方が高かったが、生活保護を受給していなく
ても公的助成が受けられる人工透析などでは、生保と国保患者の医療費に違いはなかった。
こうしたことから研究班では、患者の自己負担の有無が医療費の額に影響する可能性が高
いとみている。生活保護を巡っては、患者に不必要な過剰な医療が全国的に問題視されて
きた経緯もある。
調査をまとめた大阪大の田倉智之教授（医療経済）は「重症度の差のみならず、患者の
費用負担を気にせずに済むため安易な医療提供が行われやすいことの影響がありうる。提
供された医療の内容を詳しく吟味する調査が求められる」と語る。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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