規制改革会議
「公開ディスカッション」
議事録

１．日時：平成27年３月12日（木）14:00〜17:18
２．場所：中央合同庁舎第８号館１階講堂
３．出席者：
（委

員）岡素之（議長）、大田弘子（議長代理）、安念潤司、浦野光人、翁百合 、
佐久間総一郎、佐々木かをり、長谷川幸洋、林いづみ、松村敏弘、森下 竜一

（専門委員）土屋了介、松山幸弘
（政

府）有村内閣府特命担当大臣（規制改革）、越智内閣府大臣政務官

（説明者）【テーマ１】
株式会社大田原ツーリズム
株式会社オープン・エー
明治大学理工学部

藤井大介代表取締役社長
馬場正尊代表取締役

田村誠邦特任教授

日本建築学会建築法制委員会
国土交通省

住宅局

杉山義孝委員長

杉藤崇大臣官房審議官、木下一也建築指導課長

【テーマ２】
公益社団法人日本医師会
健康保険組合連合会

今村聡副会長

白川修二副会長

公益社団法人日本薬剤師会

森昌平副会長

国立大学法人東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科医療経済学分野
川渕孝一教授
一般社団法人日本在宅薬学会
厚生労働省

狭間研至理事長

吉田学大臣官房審議官(医療介護連携担当）、
成田昌稔大臣官房審議官（医薬担当）

（事務局）柿原参事官、大熊参事官
４．テーマ：
（開会）
１．地域の空きキャパシティの利用に係る規制
２．医薬分業における規制の見直し
（閉会）
５．議事概要:
○岡議長

定刻に なりましたの で、規制改革 会議の公開デ ィスカッシ ョンを開会い たしま

す。
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公開ディスカッションを開催する趣旨につきまして申し上げます。
国民にとって関 心が高いと思 われる分野に おける規制改 革の検討課 題について、 公開の
場において議論を 行い、規制の 多くが内包し ているトレー ドオフの構 造を明らかに するこ
とは、規制改革の議論を国民の皆さんと共有する上で大切なことと考え ております 。
公開ディスカッ ションは論点 整理を主眼と しており、一 定の結論づ けを目的とす るもの
ではないことをあらかじめ確認しておきたいと思います。
本日お集まりの 皆様には、幅 広い観点から 、忌憚のない 闊達な議論 を行っていた だくよ
うお願いいたします。
なお、本日は越 智大臣政務官 に御出席をい ただいており ますが、公 務のため会議 途中で
退席されます。また 、有村大臣は 公務のため会 議途中から出 席いただく 予定でござい ます。
それでは、本日 最初のテーマ であります「 地域の空きキ ャパシティ の利用に係る 規制」
について議論を行います。
最初に各出席者 からプレゼン テーションを いただきます が、時間の 制約がござい ますの
で、誠に恐縮でご ざいますが、 持ち時間の残 り１分のとこ ろでベルを １回鳴らし、 持ち時
間がなくなりましたらベルが２回鳴ります。よろしく御協力をお願いし たいと思い ます。
本テーマの趣旨につきまして、事務局から説明を５分でお願いいたし ます。
○柿原参事官

規 制改革会議の 事務局である 内閣府規制改 革推進室で 、地域活性化 担当の

参事官をしております柿原と申します。
資料１−１「『地域の 空きキャパシ ティの利用 に係る規制』説明 資料」に沿いまし て御説
明いたします。
最初に、本日のテーマに関連するデータを３つ御紹介いたします。
１ページ目、全国の公立学校の廃校の発生の数の推移のグラフです。
平成14年度以降 、毎年4 00校前後のペ ースで増加を し続けてお りまして 、平成４年 度から
25年度までの累計で、約8,000校にも及んでおります。
２ページ目「空き店舗の増加」です。
１つの商店街当 たりの空き店 舗の数が、商 店街全店舗数 に占める割 合を空き店舗 率とし
ますと、空き店舗 の数、空き店 舗率いずれも 平成15年度以 降、平成24 年度まで一貫 して増
加しております。
３ページ目、住宅の築年別ピラミッドのグラフです。
一番左側が2010 年、10年後の2 020年、さら に10年後の20 30年になる に従い、この ピラミ
ッドが上方、すなわち住宅が高齢化すると予測されております。
以上のデータに ありますよう に、廃校や空 き店舗といっ た地域のキ ャパシティが 増加し
ておりまして、住宅も高齢化が進行しております。
本日のテーマの 趣旨はこのよ うな中で地域 活性化のため 、地域の拠 点となってい た建築
物の利用を進める 上で、障害と なると考えら れる規制のう ち、建築基 準の在り方に つきま
して御議論いただくものでございます。
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続きまして、一般の 方、約1,000名を対 象とした、インタ ーネットに よるアンケー ト調査
の結果を御説明いたします。
５ページ目「あ なたの住んで いる地域に、 廃校や空き店 舗など、利 用されていな い建物
が増えていますか 」との質問に 対し、約４割 の方が「増え ている」と 答えており、 地域の
利用されていない建物の増加がある程度認知されていると考えられます 。
６ページ目、仮 に、あなたが 卒業した小学 校が廃校とな った場合の 対応につきま しては
「廃校の一部を改 修して他の用 途（宿泊施設 など）に利用 可能とし、 地域の拠点と して活
用する」と答えた方が約６割と最も多くなっております。
７ページ目、Ａ ）建物の用途 を変更する場 合には、最新 の建築基準 に合わせるた めの建
物の改修が必要と なることが多 いことにつき ましては、約 ５割の方が 「知っている 」と答
えております。
Ｂ）用途の変更 において、最 新の建築基準 に合わせるた めに改修に 必要な費用が 多額の
ため、活用が進ん でいないとい う話を約４割 の方が聞いた ことが「あ る」と答えて おりま
して、建物の再利用 と建築基準の 関係につい て、一定程度認 識されてい ると考えられ ます。
８ページ目、あ なたが卒業し た小学校が廃 校となった場 合の対応の 仕方につきま して、
２つの考え方のう ちどちらが近 いかと尋ねた ところ、「建 物の安全確保 は重要ではあ るが、
地域の拠点として 活用すること が重要。その ためには、最 新の建築基 準を満たさず とも、
廃校の建設当時の 建築基準など 一定の基準を 満たしていれ ばよい」と いう回答と「 建物の
安全確保は重要で あるため、最 新の建築基準 に合わせる必 要がある。 そのための改 修費用
が多額であったと しても、費用が 確保できる まで廃校がそ のまま使われ なくても仕方 ない」
という回答が、いずれもほぼ半数と回答が分かれました。
最後に、規制改 革会議のワー キング・グル ープにおける 有識者から の御指摘事項 を３点
御紹介いたします。
９ページ目は、 水バケツとい った防火対策 を、建築基準 などで配慮 できないかと いう問
題意識でございます。
10ページ目、建物 の用途を変更 した場合の 建築基準につ きまして、安 全を前提とし つつ、
例えば、100平方メートル以内という規制を緩和できないかというもの です。
最後に11ページ 目、線 を引いてある ５行目以下で すが、
「 耐火の素材 を使わなけれ ばいけ
ないとか、ホテル となった途端 に建物に対す る規制が厳し くなる」、「 外国の方々は 白川郷
の一つに泊まりた い」、「地方の 観光地で本当 に何が危ない かというこ とを決めても らえる
ような基準があるといいのではないかなと思っています」との御指摘が ございまし た。
説明は以上でございます。
○岡議長

ありがとうございました。

これから関係者の皆様にプレゼンテーションをお願いしようと思いま す。
最初に、株式会社 大田原ツーリ ズムの藤井代 表取締役社長 から８分以 内で御説明を お願い
いたします。
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○藤井社長

こん にちは。栃木 ニュービジネ ス協議会、株 式会社大田 原ツーリズム の藤井

と申します。本日はよろしくお願いします。
私は、法律のこ とは正直言っ て専門家では ないので分か らないので すが、地域活 性の現
場として、地域活性のために何が必要なのかということを御提案させて いただきま す。
その地域におい て、廃校、古 民家、空きビ ルというもの が課題とな っております ので、
その課題に対して 、世の中のニ ーズがどうい うものがある のかという ことを御紹介 させて
いただければと思います。
ちなみに、大田 原ツーリズム は三セクとい う立場であり まして、官 民一体で作っ た会社
として御提案させていただきます。

大田原は栃木県 の県北に位置 しております 、人口70,000 人程度が住 んでいる市で ありま
す。
大田原ツーリズ ムは、官民一 体型の組織で あり、地方の 中で大田原 市と私が経営 してお
ります別の会社と、官民一体となって作ったのが大田原ツーリズムとな ります。
大田原ツーリズ ムは、グリー ン・ツーリズ ムと言われる 地域資源を 活用して人を 呼び込
むという活動を主体としており、３年前に設立した会社となっておりま す。
もともと観光地 でもない場所 ですので、主 には農家民泊 を中心とし て、あとは地 域の素
材を活用して、これを体験プログラムとして提供して人を呼び寄せてお ります。
ここには「農家 民泊」と書い ておりますけ れども、簡易 民宿の許可 をとっており ますの
で、基本的には「農家民宿」です。
３年目 に立 ち上が り、最 初ゼロ 人か ら始ま ったと ころで すが 、今年 度は交 流人口 5,000
人ほどの人を呼び 寄せられるよ うになりまし た。あと３年 経てば年間2 0,000人程度 の交流
人口まで膨れ上がるものと想定しております。
そのほか、最新 の官民一体と して新しい取 組でマイクロ ファンドな どを活用して 民間資
金を調達したりしております。
その中で、今回 の課題であり ます廃校問題 でありますが 、大田原市 でも他地域と 同様に
平成24年４月には 一度に３校も の学校が廃校 となりまして 、合計７校の 廃校となりま した。
この廃校の活用自体をこの３年間いろいろやってきました。例えば、 プチ断食な ど。
去年も多くの企 業が大田原へ 来られました けれども、学 校を活用し た体験プログ ラムの
提供も行っております。
この体験の中で 言われており ますのが、一 番は廃校の中 で宿泊した いというニー ズが非
常に多いというところで、我々も驚いたところであります。
この廃校なので すけれども、 先ほどもあり ましたが、世 間一般で言 われるとおり この10
年間で毎年のように増大しているというところであります。
ここには活用事 例として挙げ られておりま すが、正直、 地域の交流 施設や公民館 として
表現されていると ころも、実際に はそのまま の状態で余り 使われていな い現実もあり ます。
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こちらは、今回 話題にしてお ります旧須賀 川小学校の廃 校校舎です 。ここは限界 集落に
近い状態ですが、 先ほどお話し たとおり企業 がここに来て 、体験プロ グラムを体験 して実
際に泊まりたいというニーズが上がっている場所であります。
ここの廃校は木 造校舎なので すけれども、 これを宿泊施 設とした場 合において、 見ての
とおり法律上では 用途変更とな りますので、 その場合に既 存不適格建 築物として現 行の建
築基準法が適用さ れます。その ため、宿泊施 設とする必要 があるとい うところで、 問題に
なってきますのが 「耐火建築」「 内装制限」「 防火区画」な どの、改修 する際に大き な金額
となり負担となり、あと木造校舎の良さがなくなるという点です。
木造校舎だから こそ泊まりた いと言ってい るニーズがあ るのですけ れども、雰囲 気が大
きく損なわれる可 能性がある。 結局は改装す る費用負担だ けではなく て、雰囲気も 変わっ
てしまうという大きな問題を抱えております。
その際に法律上 では必ずしも 必要と言われ ている部分で はありませ んけれども、 間違い
なく大規模な改修 になりますの で、その場合 に新耐震の設 計基準を考 慮する必要が ありま
す。
廃校の改修事例 としまして、 宿泊施設とし た場合に約１ 億円以上か けている廃校 事例が
多いことが散見されました。
どのようにやっ ているかとい う部分なので すけれども、 上の事例が ３階の建物な のです
けれども、結局２ 階以上の改修 まで含んでし まうと、規制 の問題があ って大幅に費 用負担
がかかりますので 、実際には階 段に壁を作り ２階に上がれ なくするこ とをやって、 ２、３
階は活用せずに１ 階だけの利用 方法とさせて 費用負担を減 らしており ます。こちら に書い
てある下の事例に おきましては 、用途変更の ため防火区画 、排煙設備 に対して改修 の考慮
がなされているというところであります。
参考ながらに農 家民宿を行う 際の、法律上 の規制緩和が 進んでいる 事例をこちら の方に
上げさせていただきました。
農家民宿では、旅館業法や消防法、建築基準法においても規制緩和が されており ます。
建築基準法もいろいろな建物を想定して作られている法律です。
ですので、廃校 においては、 例えば廃校限 定で、施設限 定の規制緩 和を用いても 良いの
ではないかということで記載させていただきました。
また、提案事例 を２つほど書 かせていただ きますけれど も、学校に おいての改修 は、例
えば総面積数の規制の変更ができないかという提案となります
用途変更の手続 を要らなくす るために、廃 校活用の目的 用途を一部 に制限してし まい、
例えば教育の延長 線上になりま すと用途変更 まで要らなく なりますか ら、そのまま 有効利
用できないかということを挙げさせていただいております。
なお、こちらに は事業計画と して、宿泊施 設になった場 合の事業損 益を書かせて いただ
いております。
成功事例として 、廃校を利用 して採算を合 わせた栃木県 でもありま す廃校の事例 をこち
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らに記載させていただいております。
また、旧須賀川 小学校で活用 した場合の改 修事例を３つ ほどあげ、 その場合何が 問題と
なるかということを後のページで記載させていただいております。
本日はありがとうございます。
○岡議長

ありがとうございました。

続きまして、株式 会社オープン・エーの馬場 代表取締役か ら御説明を お願いいたし ます。
○馬場代表取締役

こんにちは。オープン・エーの馬場と申します。

私は、この10年 間古い建物の 再生を随分や ってきました 。その中で たくさんの障 害とい
うか、不都合を感 じているので 、飽くまでも 現場の声から 制度を考え るときのヒン トにな
れば良いと考えています。
最初に言ってお きますが、大 きな論点は２ つで、一つは 手続。承認 プロセスの煩 雑さで
す。それによって 、あらゆる物 件が活性化し ない、若しく は断念する という事例が 非常に
多いというところ です。新築中 心に基準法が 作られている から、それ に起因すると ころが
多いのではないか。
もう一つは、法 の解釈の難し さです。そこ にはどうして も幅がある ので、私たち がやっ
ている作業がどの 程度まで合法 性が担保され ているかとい うのをいつ も不安に思い ながら
一生懸命設計をするという状況にあります。
それが少しでも スムーズにな るような。社 会のストック を再活用す るのが急務と するな
らば、その社会シ ステムをより スムーズにす るためには、 幾つかの緩 和措置若しく は見直
しが必要なのではないかというところで、今日はここに立っています。
具体的な事例にいきます。秋田のプロジェクトです。
これは秋田の中 心市街地の建 物なのですけ れども、古い 建物が全部 空いてこれは アフタ
ーなのですけれど も、オーナー さんはここに 住みたい。町 中に住みた い。郊外にい たけれ
どもこっちに住み たい。そのた めには、少し 収益を上げた いというと ころで、がら がらだ
ったところを再生してくださいという案件です。築45年の鉄骨づくりで す。
状況を見ると、 確認申請はさ れています。 それは証拠が あるのだけ れども、検済 証はな
い。既存不適格である。
日本の地方商店 街のほとんど の建物はこん な感じではな いかと思う のですが、こ れを救
えなければ日本中 の商店街を救 えないなと思 って取り組み ました。高 齢化問題、コ ンパク
トシティー、全部入っています。
これはビフォーです。これが全部あいているわけです。秋田のど真ん 中です。
裏から見るとこ うで、設備が 今にも落ちそ うで、これを 除却するか 再生するか。 除却す
るだけでも何千万 。１円にもな らなかったら オーナーさん これは無理 ですねという 状況で
す。
やろうとしたの は用途変更で す。住むと言 っているのだ から店舗を 住居にすると いうの
と、オフィス何か に。店舗もそ のまま残しま す。高齢者な ので昇降機 をつけたいと いうと
6
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ころで、この２つが主です。
こういうふうに下がオフィス、上が住居にしました。
これはアフター です。ここは 幸せに成功し たのですけれ ども、下に 店舗が入って 町のに
ぎわいになってい ます。お店が 入って、事務 所が入って、 下はシェア オフィス、上 が住居
という幸せな家になっていますが。
ここに到達するまでに、設計以外のところで膨大な手間がかかります 。
一つは、昇降機をつけようとするとどうしても確認申請が必要なので す。
ただし、これは 検済証がない ので、そこで 確認申請をと るという手 続が非常に困 難にな
ってきます。
最終的には、12 条５項の報告 というところ でそれをクリ アしていく わけですけれ ども、
そこの手続が物す ごく大変なの と、余りない 例なので、行 政側もその 対応に苦慮し て曖昧
に進んでいくというようなところが、この建物の非常に問題なところで す。
この建物に取り 組んで考える のは、検済証 なしの建物に 対しての手 続の簡略化。1 2条５
項というのは飽く までも報告を 届けるという 行為でしかな いので、本 当に受理され るかと
いうのが常に分かりにくいというところが問題としてずっとありました 。
例えば、確認申請 の図面が仮に あって、それ に確認の判こ が押してあ ったとするな らば、
その状況が現在と 整合されてい るならば、検 済証がなくて も、検済証 に変わる何ら かのお
墨つきと言ったら 言い方があれ ですけれども 、行政的な承 認の形みた いなものがあ るだけ
でこれは随分進む し、逆にそれ がないと地方 都市のあらゆ るビルは、 すっきり合法 的に救
えないのではないかという問題意識を常に持っています。
もう一つは都会 のモデルです 。千代田区の 岩本町。これ はビフォー なのですが、 白いと
ころが耐震補強をして美しく再生しています。
これも確認申請 と図面がある が、やっぱり 検済証がなく てという同じ タイプの建物 です。
これがビフォーです。
こういうビルが 東京の都心で もごろごろし ているのです けれども、 なかなか改修 が進み
ません。
ここは資産価値 もあるので、 ある大手企業 が再生に乗り 出してくれ ました。その 設計を
私たちがやったのですが。
改修の概要は、 少し不都合が あったので避 難経路を新し く造ったり 、構造補強を すると
いうところです。
用途変更。オフィスだったところを、一部住居を入れたりして編集し ます。
それから耐震補強をします。一部住居が入っています。
白いところは構造補強。
こういうふうにし て、あいたペ ンシルビルが 再生して全部 稼働している というわけ です
けれども。
ここで問題にな ったのが、こ れに取り組ん だのが社会性 の高い大手 の会社です。 そうし
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た場合、何らかの 合法的な書類 というか、お 墨つきみたい なものが社 内コンプライ アンス
的に必要である。
検済証がない建 物に対して、 取り組むべき なのかどうな のかという ところが大き な議論
になりました。
私たちがとった のは、耐震基 準促進法にの っとり、耐震 性能の確認 、承認をもら うとい
うことによって、 この建物は安 全であるとい うことの承認 を得ようと いうことにし ていっ
たわけです。
ただ、これも検 済証がない。 でも、大企業 がそれにコミ ットしよう とすると、検 済証に
代わる何かがない 限り、なかな かコミットし にくい。とい うことは、 小さな町の不 動産屋
さんなら取り組め るかもしれま せんけれども 、大きな企業 が、社会性 の高いコンプ ライア
ンスを必要とする 企業が関わろ うとすると、 そこに何らか の確固たる 承認プロセス がない
ことにはなかなか難しい。
専門的ですが、1 2条５項の報 告というのは 何らかの用途 変更とか、 何らかの行動 がない
とその行動が起こ せないので、 用途変更も何 もない建物の 場合は、耐 震補強をした だけで
は検済がないまま 運用をしてい るということ になるので、 あらゆる企 業がそれに二 の足を
踏む。ということ は、都心にあ るあらゆる検 済なしの建物 に対して、 大手企業がな かなか
踏み出せないでいるという現状があります。
残りに断念物件 と言って、こ ういうプロセ スでたくさん の再生を断 念しましたと いう物
件が後ろに並んでいるのですけれども、それは資料を見て御確認くださ い。
以上です。ありがとうございます。
○岡議長

ありがとうございました。

時間にも御協力いただきまして、感謝申し上げます。
次に、国土交通 省の杉藤審議 官から、建築 基準法の概要 についての 御説明を８分 でお願
いいたします。
○国土交通省（杉藤審議官）

国土交通省の杉藤です

資料１−４について説明させていただきます。
まず、建築基準法の目的でございます。
２行目にありま すように、こ の法律は最低 基準と規定を されており ます。この意 味は人
命に関わることで ございますの でそれを規制 しているので すが、その 内容は必要最 小限に
とどまるべきであるという要請がございます。
それを踏まえま して、当然安 全の確保をし てまいります けれども、 その上で飽く まで最
低基準である。そ のために必要 な合理化を常 に続けている というのが 私どもの基本 的姿勢
でございます。
そもそも国土交 通省のミッシ ョンといたし まして、規制 当局として 建築基準法を 執行す
ることはもちろん でございます けれども、建 築の改善並び に発達、助 長といったこ と自体
が省のミッション としてあるわ けでございま すので、今日 御議論いた だくようなス トック
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活用とか、いろい ろな時代のニ ーズに合わせ たものに即し て見直しを 行っていくと いうこ
とを続けていきたいのが基本的な姿勢でございます。
これは簡単にい きますけれど も、建築基準 法の場合、着 工前に建築 確認を出して いただ
きまして、確認が おりると検査 をして、工事 完了をしまし て完了検査 を受けますと 、先ほ
ど来の検査済証が出て使用開始できるという体系でございます。
ちなみに確認検 査は民間開放 しておりまし て、今は85パ ーセントを 民間機関が実 施して
ございます。
建築基準法で決 めている内容 を大きく分け て、安全基準 のような単 体規定と、ま ちづく
りのルールの集団 規定に分かれ ます。今日の 主眼は単体規 定というこ とで、例えば 地震と
か台風に対する安 全性の構造、 火災時の防火 ・避難あるい はエレベー ターの安全基 準など
を決めてございます。
単体規定の考え 方でございま すけれども、今は性能規定 という考えを とってござい ます。
これは求める性能 さえあれば、 具体の寸法と か材料とか仕 様といった ものを問わな い。こ
れは世界的な安全 環境基準の流 れでございま すけれども、 我が国も200 0年にそのよ うに考
え方を転換いたし まして、この スライドでは 避難関係規定 の例という のがあります けれど
も、劇場とかなど 、不特定多数 が利用される 建物につきま しては避難 上支障がない ように
しなければならな いということ を定めた上で 、階段を２つ つけなさい とかといった 仕様基
準あるいは性能基 準と言いまし て、火災時に 火や煙に巻か れるまでに 安全に避難で きれば
よいといったこと を検証すると いう手続のど ちらも選べる という体系 をとってござ います。
また、性能基準 の場合は一般 的な検証方法 は建築確認で 、高度な検 証方法は国土 交通大
臣が認定した専門家が審議するといった制度を採ってございます。
もう少し詳しく 言いますと、 避難を例にと りますと、① として避難 が終わるまで の時間
を計算します。② として、火災 時に煙・ガス が廊下などに 降下してく る時間を計算 しまし
て、この大小関係を比べて逃げられればセーフという考え方でございま す。
性能規定という 考え方を使い まして、一例 をお示ししま すと、これ は大阪木材仲 買会館
という建物でござ いますけれど も、いろいろ な性能規定を 使っており まして、今は こうい
った木造の建物がいろいろできるようになってございます。
避難に関して言 いますと、避 難安全検証法 というものを 使いまして 、これは内装 が木材
でございます。吹 き抜けが、壁 とかがなくて 非常に開放的 な構造にな ってございま して、
何も考えないと、 一つ間違うと 火の回りが早 いということ になるわけ ですが、そこ は検証
して安全であるということでやっておるわけでございます。
今申し上げまし たのが、新築 であろうと用 途変更であろ うと、本来 の基準として の御説
明でございます。
次に、ストック を改修する場 合の手続につ いて御説明を いたします 。左のオレン ジ色の
ところが今御説明 した部分でご ざいまして、 使用開始をい たしますと 、ストック段 階で増
改築あるいは100平 米以上の用途 変更といっ たことをする 際には、再度 確認を受けて いただ
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きまして、法令のチェックをする。これがまず手続でございます。
その際に適用される基準は何かということですけれども、２つござい ます。
まず、
「適合 建築物」に つきましては 、増改築 や用途変更を する際に 、増改築後で 改めて
基準に合わせてい ただくことが 必要でござい ます。要する に、せっか くルールを守 った建
物を増改築のとき に違法化して は駄目ですよ と、ある意味 当たり前のル ールでござい ます。
ところが、この 下の図でござ いますけれど も、古い建物 はルールを 守って建てた が、規
制強化があって基 準には合って いないという ことになる建 物がござい ます。これに つきま
しては、
「既存不適格建 築物」と言いまし て、基準には不適 合だが直ち に適用させる 義務は
ない。では、いつ 合わせるかと 言いますと、 原則として増 改築や用途 変更をする際 に新し
い基準に合わせていただく。これは原則でございます。
従来は、スクラ ップ・アンド ・ビルドの時 代はこれが強 かったので すが、ここ10 年ほど
はストック時代を 迎えて、仕組 みをかなり変 えてございま して、ただ し増改築と言 いまし
てもいろいろござ います。ほん の数平米増改 築するために 既存部分を 全部改修しな ければ
いけないとなると 、結局やめて しまう。そう すると、かえ って危険な まま存置され るとい
ったこともござい ますので、増 改築とか用途 変更のような 投資をする 際に、投資に 見合っ
て100点満点を取る かあるいはも う少し規制 を緩和するか 。こう いったことで 、緩和 基準を
適用するといった ルートも作っ ておりまして 、既存不適格 建築物のま ま増改築がで きると
いったルートも今日では広げてきているところでございます。
その一例を挙げ ますと、これ は構造計算の 例でございま すが、これ は平成17年に 改正し
たのですが、改正 前は大きな既 存部分に、通 常は増築する 場合はコン クリートの部 分をつ
なげずにエキスパ ンションジョ イントと言い まして、力が 伝わらない 形で増築する ことが
多いのですけれど も、増改築部 分をつけた場 合には、全体 で最新の基 準で耐震設計 をしな
ければいけない。これが従来でございましたが、改正によりまして２パ ターン。
まず、既存部分 は昭和56年の 新耐震基準に なったときに 、おおむね 匹敵する耐震 診断基
準でオーケーというのが右の上の図でございます。
下はさらに非常 に小さい、20 分の１かつ50 平米以下とい うほんの少 し増築するの に全部
直すのは大変だと いう場合は、 既存部分は極 端な話、新耐 震基準レベ ルでなくても 悪化し
なければ良いという２つのルートを用意しているところでございます。
前段はここで切ってくださいということですので、少し早いですが以 上でござい ます。
○岡議長

ありがとうございました。

続きまして、明治大学理工学部の田村特任教授から御説明をお願いい たします。
○田村特任教授

田村でございます。よろしくお願いします。

先ほど、馬場さ んの方から具 体的な話があ ったのですが 、私の方は 少しマクロの 視点か
ら話をしたいと思っています。
まず、今の建築 市場、不動産 市場はどうな のかというこ とですが、 これは皆さん よく御
覧になっている住 宅のストック の状況ですが 、現在6,063 万戸、空き家 も820万戸と 非常に
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増えているという状態です。
一方、新築の着工数 は、長期的には減 少傾向で、ここ数 年は100万戸 以下という状 況にな
っております。
住宅投資の対GDP 比率もかつて ６パーセン トぐらいあり ましたが、今 は2.6パーセ ントと
いう水準に下がっております。
こういうことで 、新築が非常 に少なくなっ たというのは 国際的にみ た場合に本当 に少な
いのかということ なのですが、 欧米各国と比 べると実はま だ日本の新 設住宅着工数 という
のはかなり多いのが実態です。
人口1,000人当た りの新設住宅 着工数とい うことで見ま すと、これは ちょっと古い データ
ですが、 1990年 〜2003 年まで 日本が 9戸か ら10戸 程度 であり ますが 、欧米 諸国は 3戸か ら6
戸程度という状況です。
最近のデータは 日米で比較し ておりますが 、2000年〜20 13年までで す。2013年の 日本の
人口1,000人当たり の新設住宅着 工数という のは、実 は８戸弱で す。こ れは2005年の アメリ
カのサブプライム ローンで騒が れた、住宅バ ブルの頂点の 数字よりも 実は大きいと いうこ
となのです。ですか ら、現在の新 設住宅着工数 の水準をずっ と維持し続 けるというこ とは、
本当は無理ではないかと考えられます。
次にストックが 増えていく中 で、ストック に対する投資 はどうなっ ているかとい うこと
なのですが、この グラフの赤い ところがスト ックに対する 投資、リフ ォーム投資な のです
が、ピークの平成 ８年に比べて 平成23年の数 字ですが、5. 7兆円が5.3 兆円という、 実はス
トックは増えているのにストックに対する投資は減っているという状況 です。
新築はたくさん 造っているの で、住宅投資 の国のGDPに対 する比率が 高いのかとい うこと
で比較しますと、実は 左側のグラフ。日 本が住宅産業 の対GDP比率 が一番低いわ けです。で
すから、新築をた くさん造って いるというこ とで住宅産業 はもってい るようですが 、実は
新築が減っても、 リフォームと か既存ストッ クに対する投 資というも のをきちんと 増加さ
せることで、住宅産業の規模なり存在は維持できると考えられます。
どうして住宅ス トックが増え ている中で住 宅の投資が増 えていかな いのか。大き な理由
は、実は住宅についてはストックの流通量が非常に少ないということで す。
2008年ぐらいの 段階で言いま すと、人口1,000人当 たり日本で は1.34戸 、アメリカ とかイ
ギリスは2006年の データですが 、21.19戸と か29.49戸とい うことで、 日本の20倍ぐ らいの
ストックの流通が あるというこ とです。こう いう意味で住 宅産業、不 動産業の構造 改革を
しなくてはいけないのではないかと考えられます。
具体的には、新 築に依存した 産業構造のま までは持続的 な発展は困 難なので、こ れをス
トック重視型に変 えていくとい うことが産業 面でも非常に 大事ではな いかと考えら れます。
もう一つの観点 なのですが、 実はストック が増えて新築 が減ってい くという中で 、現在
の住宅着工数はス トック量の約7 0分の１ぐら いです。いか に立派な新 築の基準を作 っても
世の中は変わらないのです。
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例えば、CO 2削減みたい なことで新築 の基準を幾ら 高めても 、ストッ クに対する投 資が変
わらなければ、実 は日本全体も 地域も変わら ないというこ とになって きます。こう いった
意味でもストック への健全な投 資を推進する ということを 国を挙げて やっていくべ き時代
だろうと思っております。
基準法の話なの ですけれども 、先ほど国土 交通省の方か らお話がご ざいましたが 、基準
法というのは私の 目から見ます と、明らかに 新築を造るた めの法律で す。これが章 立てを
抜粋してきたもの ですが、スト ックに対する 法制度は実は この「第一 章
章

総則」と 「第六

雑則」というところに入っております。
具体的にどんな 形かというと 、例えば既存 の建築物に対 する制限の 緩和というの が八十

六条の七という、 枝番がついて いる条文に書 いてありまし て、これを 見ていただく とほと
んど分からない。 分からないと いうのは、全 部引用文なの です。こう いう引用のも のを一
生懸命読み解いて やっていると いうのが、既 存ストックに 対する建築 の今の状況で す。こ
れを何とかしないといけないというのが私の基本的な問題意識なのです 。
既存ストックと 建築基準法の 関係なのです が、実は建築 基準法の確 認申請をきち っとし
た手続をやってい くためには、 既存適格であ るか、既存不 適格である かということ を証明
しないといけない。
要するに、それ が証明できな い。例えば、 最終的に完了 検査を受け ていないある いは受
けたけれども、検 済をなくして しまったとい うものは既存 不適格であ るということ を証明
しなくてはいけないということです。
その数はどのぐ らいあるのか ですが、これ は国交省のデ ータなので すが、平成10 年以前
ですと検済の取得 率は40パーセ ント未満とい うことで、実 は世の中に 山ほど検査済 証を持
っていない建物が あふれている ということな のです。これ をどうする かというのが 一番大
きな問題です。
既存ストックの 中で検済を持 っていない、 その他の理由 で既存不適 格であるとい うこと
が証明できていな いものを何と か建築基準法 の枠内に入れ なくてはい けない。要す るに、
既存不適格である ことの証明が 必要だという ことで、これ については 国交省もいろ いろ努
力をされて、いろんな手続を明確化しています。
しかし、現実問題としてその手続が非常に複雑で、新築以上に手間暇 がかかりま す。
ストックに対する 投資というの は予算も時間 もないのです 。それに対 して、手続に は非常
に手間がかかる。例えば、建築士などに与えられる時間も予算も非常に 少ないので す。
ということになり ますと、具体 的にどうなる かというと、 手間暇がかか ってお金が かか
るということにな るとむしろき ちっとした手 続をしないで やってしま おうとか、し ないで
済むような範囲 。例えば1 00平米未満の 用途変更にし ようという ことで 、ストックへ の健全
な投資を阻害する方向に働いているということが非常に大事なポイント です。
これは、例えば 検済のない建 築物への、も しなかった場 合どういう ルートがある かとい
うフローができた ことは良いの ですが、これ をやるために は復元図面 を作らなけれ ばいけ
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ないという、膨大 な手間暇がか かる話になっ てまいります 。こういっ たことを何と かした
いということです。
こうした問題を どう解決して いくかという ことなのです が、まず一 つはそもそも 既存ス
トックの正確な統 計がないとい うことで、こ れを何とかし なければい けないという 問題が
１点です。
それから、中長 期的には既存 ストックへの 建築行為に関 わる新たな 法制度を立て るとい
うのが一番良いの だろう。要す るに、分かり やすい法制度 を作るとい うのが良いの だろう
と思います。しか し、これは非 常に時間がか かりますので 、これは中 長期的な課題 だと思
います。
短期的には「既 存不適格調書 」というもの の柔軟な運用 。要するに 、既存不適格 が証明
できていないものについて、ルートに乗せる方法を緩和するということ です。
それから、用途変更に関わる遡及適用の緩和も必要だと思います。
そして、こうや ればうまく行 くというよう な事例を、手 続を含めて 凡例的に蓄積 してい
くということが大事ではないかと思います。
そのほかにもい ろいろ書きま したが、一つ だけお話した いと思って いますのは、 こうい
ったものを地方活 性化にどう生 かしていくか という点です が、今申し 上げたような ことを
一遍に全国で展開 するというの は非常に難し いとしました ら、例えば 地方再生、地 域再生
という中で、スト ック再生特区 といったとこ ろで先行的に 一種の社会 実験として実 施する
のが良いのではないかと思われます。
いろんな制度が あるわけです が、これを是 非都市政策と か産業政策 との連携をも ってや
っていただきたいということです。総合的な政策として実施していただ きたい。
さらに言えば、 地域の中でス トックへの投 資が循環する ような仕組 みを作ってい くとい
うことが大事ではないかと思われます。
以上です。
○岡議長

ありがとうございました。

続きまして、日本 建築学会建築 法制委員会 の杉山委員長 から御説明を お願いいたし ます。
○杉山委員長

御 紹介いただき ました、杉山 でございます 。現在学会 の建築法制委 員長を

しています。

本 日は以前に、 日本建築学会 の建築法制委 員会で検討 いたしました ことに

ついてその内容を御紹介したいと思います。
私どもがこの問 題に取り組み ました問題意 識は今、御発 言をされた 方々と全く同 じでご
ざいます。20 05 年〜2008 年にかけて第 一段階の検討 をいたしま した。私どもは建築 ストッ
ク社会という言葉 を作ったわけ ですが、こう いう社会にお いて現在起 こってきてい る問題
です。しかも、ス トックの水準 を引き上げて いかないとい けない問題 をどうしたら 良いか
ということの現状 の分析と 、課題の抽 出を行いまし た。2009 年〜 2010 年に第二段階 の検討
をいたしましたが 、防火避難規 定を具体的な 題材といたし まして、ど のような方策 があり
うるか、やれるかということを検討したわけでございます。
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内容につきまし ては、詳しく は「建築スト ック社会と建 築法制度」 という題名で 、技報
堂から２冊の本に して出してご ざいますので ぜひ御覧くだ さい。また 、諸外国も同 じよう
な悩みを抱えてお りますので、 諸外国ではど ういう対応を されている かということ もこの
中で紹介をしております。
ポイントは増築 、改築、大規 模な修繕、模 様替え、私ど もはそれを トリガーと言 いまし
たけれども、トリ ガーが発生す るときに、求 めるべき建物 の性能は新 築と異なって も良い
のかどうかという ことが一つあ ります。既存 不適格ですか ら、現行の 基準よりは現 実的に
水準が低いわけで す。法違反は ないけれども 、それが少し でも良くな るなら現行の 新築に
関わる目標水準を下回る水準で良いのかどうかという問題です。
二つ目は後で御 説明しますが 、求められる 水準を達成す るためには 、様々な方法 がもっ
とあるのではない か。技術的な 方法がいろい ろあって、そ ういうもの をもっと多様 に活用
して、目標水準を 達成できる方 法があるので はないかとい うことが一 つで、この２ つのテ
ーマが私どもの大きな関心事でございました。
こういう問題を 考えていく前 には、なぜ法 規制というも のが建築物 、国民にとっ て非常
に身近な財産であ る財に対して 、国家が行政 介入できるの かどうかと いうことを御 理解願
わなくてはなりません。
ここは少し確認 をしておきた いと思うので すけれども、 建築基準法 の中には単体 規定と
集団規定とありま すが、単体規 定は安全を最 優先しており ますが、そ れは建物の所 有者の
財産を守るという ことではなく て、利用者、 特に不特定多 数の方の利 用の、内部空 間の安
全を確保する。災 害時において 、そういう安 全を確保する という切り 口で単体規定 がござ
います。
集団規定の方は 大きく２つの テーマがあり まして、道路 、電気、ガ ス、水道のよ うなイ
ンフラへの負荷配 分を調整する という機能で す。これは容 積率や建蔽 率という手法 を、用
途地域制度と連動 して行ってお ります。もう 一つは相隣関 係の調整で ございまして 、これ
は民法で言う様々 な相隣関係を 民法だけでは 対応できない ということ で、行政法の 世界で
具体的に補完をしているという構造になっています。
それ以外に、建 物の財として の特殊性、特 徴から法規制 が必要であ るという考え 方が幾
つかあります。一 つは建物の性 能はでき上が った段階では 確認をする 、確かめると いうこ
とは非常に難しいということがあります。
二つ目は公共の 福祉、公益と 建物所有者の 私益は必ずし も一致しな いということ です。
これは様々なところで問題がありますけれども、そういう課題がありま す。
また、建物を造る プロセスとい うのは、非常 に長いプロセ スの中で多 様な人々によ る協力
関係ででき上がっ ていっていま す。ですから 、プロセスの 中の、部分 部分の最適解 が必ず
しもでき上がった建物全体の最適解にならないという、特色がございま す。
そこで、憲法に 保障された財 産権、所有権 を公益性を根 拠に行政が 介入して、制 限を加
えるということが 許されるとい う考え方があ るわけです。 民法上の契 約関係に全て を委ね
14
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ることができない という意味で すが、しかし ながら、建築 への法的規 制は最低の基 準で、
必要最小限のことしか求めていないという構成をしております。
具体的に、建築基準法 の適合性の判 断の考え方と いうのは 、昭和 25 年に法律がで きたわ
けですけれども、 確認という行 政行為を採用 しております 。この行政 行為は行政の 裁量処
分を排除するとい うことで、行 政行為として は羈束行為に なります。 ですから、行 政側は
裁量性をもって判 断をできない という建前上 、そういう法 律になって おりますし、 羈束行
為にした理由とし ては、国民の 基礎的財産に 対して、最小 限の国家介 入にとどめよ うとい
う、戦後の民主化政策の流れの中で、考え方が出てきたと理解をしてお ります。
したがいまして 、建築基準法 の確認制度の 特色というの は最低の制 限でありまし て、羈
束行為でございま すから、基準 というものが あらかじめ事 前に明示さ れます。事前 明示を
しなければならな いということ から、大変な 基準のドキュ メントが現 実には生まれ てきて
います。これは設 計者側や審査 側からもはっ きりしてくれ という要望 の中で、事前 明示の
ためのドキュメントが膨らんでくるという問題を現実に抱えております 。
既存の建物の場 合、トリガー が発生した場 合には現行基 準への遡及 適用を求めて おりま
すが、建築ストッ クの実態とい うのは建設年 代や使われた 材料という ものによって 、千差
万別、極めて多種 多様でござい ます。そうい たしますと、 羈束行為で 扱い、基準を 事前に
明示するというや り方は、既存 の建物に対し ては論理的に 難しい問題 を抱えている という
ことであります。ここが一つ捉えておかなければいけないことなのだと 思います。
そし てこ の法 規制 は 日本 の国 土に 建設 さ れる 全て の建 築物 に 平等 に適 用さ れる と いう
考え方でございま すから、建築 基準法の中に 特定の経済目 的や行政政 策的な機能を 持ち込
むということは、法理論上とても難しいということがあります。
先ほどのテーマ で挙げました トリガーが発 生したときの 水準向上の 基準というも のを現
行基準より下げる ことができる かということ については、 これはやっ てはいけない のでは
ないかということ が私どもの議 論の結論の一 つでございま して、やは り同じものに すべき
だろうということでございます。
しかし、水準向 上を図ってい く場合には、 達成手段が多 様にあり得 るということ であり
ます。構造規定の 場合にはエキ スパートジャ ッジメントを 導入して、 達成すべき水 準を下
げることなく、ある程度の裁量性を持った判断ができるようにしており ます。
防火規定もそう いうことをも っと志向すれ ば良いのでは ないかと思 いますが、防 火規定
の場合は法律基準 の目的が５つ 、並列的にご ざいます。そ こに書いて あるようなこ とで、
構造規定のように 外力に対する 安全性だけを 工学的に判断 したら良い となかなかな らない
ところが難しい問題でございます。
そのためには、 性能規定化と いうことが先 ほど議論とし て出ました けれども、も っと事
前明示された手段 以外の、いろ んな手法を多 種多様に使っ て、場合に は消防法との 連携に
よる総合的な評価 を持ち込んで やっていくこ とを志向して いかなけれ ばならないと 考えま
す。具体的な基準の在り方が求められていくことだろうと思います。
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こうしたことを 議論するのに 大事なことが ございます。 第一は、建 物の安全の問 題とい
うのは極めてテク ノロジーの世 界でございま すから、工学 的・技術的 に解決ができ るめど
がついているのか どうかという ことがありま す。また二つ 目には、法 規制が問題な ら法規
制を変えるべきで あろうという ことがありま す。また実際 の制度の運 用は地方自治 の中で
行っておりますか ら、地方自治 の運用に問題 があるのかが 三つ目です 。どこに問題 がある
のかをきちっと見 極めて議論す る必要がある のではないか ということ を申し上げて 、御参
考にさせていただければと思います。
○岡議長

ありがとうございました。

もう一度、国交 省の杉藤審議 官から「目指 すべき建築基 準の方向性 」についての 御説明
を、今回は５分でお願いいたします。
○国土交通省（杉 藤審議官）

先ほどの資料 １−４の12ペ ージから続 けさせていた だきま

す。
「目指すべき建 築基準の方向 性」というこ とでございま すけれども 、今いろいろ 御指摘
をいただいたよう な課題は確か に受けとめて ございます。 そのために こういった実 態上の
ニーズを踏まえて 、次の３つの 考え方で建築 基準の見直し 等を進めて まいりたいと 考えて
ございます。
第１に「①性能 規定の見直し による規制緩 和」というこ とでござい まして、先ほ ど御説
明しましたとおり 、新築であれ 、増改築であ れ、用途変更 であれ、本 来の基準その ものが
性能規定化という 考え方を使い まして、必要 最小限という ことにとど まるように不 断の見
直しを続けている ところでござ いまして、こ れによりまし て、例えば 用途変更のよ うな問
題も結果的に解決されてくるという部分がかなり大きいのではないか。
逆に、用途変更 で緩和できる のであれば、 新築で緩和し ない理屈と いうのが最低 基準の
性格から言っても ないわけでご ざいまして、 そういった意 味で①とい う考え方をま ず徹底
してまいりたいと考えてございます。
次に②というこ とで、先ほど 申し上げた既 存の建物につ きましては 、ルールを守 って建
てたのに規制強化 がなされて、 基準不適合に なるという場 合には、基 準の緩和をし ている
というお話を申し 上げました。 この緩和基準 の見直しを実 態に合わせ て進めていく といっ
たルートも考えられると思います。
当然、100 点満点という のが最低基準 の性格からし て原則では ございますけ れども 、特に
既存不適格建築物 という、法を 守って法を信 頼して建てた 方の財産権 をある程度保 護する
といった考え方か ら、先ほど御 説明したよう な形で、現行 法におきま しても一定の 規制緩
和といったことを 行っておりま して、この範 囲を実態に合 わせて丁寧 にきめ細かく 確認し
ていくといったことも考えられると思います。
３点目は、①、 ②は制度論で ございますが 、先ほど来の 御指摘にも ありますよう に、法
の運用にストック 時代と言われ ても、どうし ても我々は規 制の仕組み をかなりスト ックを
意識して始めたの がここ10年ぐ らいでござい ますので、ま だまだ現場 に行きますと 先ほど
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来伺っておりますような不十分な点というのが多々あると思います。
実は法律をよく 読むとできる のだけれども 、実際の窓口 では駄目だと 言われました とか、
そういった事例もときどき聞いてございます。
そういった問題 を解決するた めに、これは 法の制度とは 別に「③地 方公共団体等 の建築
確認事務の運用改 善」というこ とで、国がい ろいろガイド ラインを作 ったりといっ たこと
をやってまいりたい。この３つの考え方で考えてまいりたいと思います 。
それぞれ１例だけ挙げさせていただきます。
「①性能規定の 見直しによる 規制緩和」の 最近やった例 でございま す。これは去 年の８
月にやりましたけ れども、防火 上主要な間仕 切り壁という 基準がござ いまして、こ の赤い
ところを防火的な 構造にしなけ ればいけない のですが、最 近シェアハ ウスとか、建 物の実
態が変わってまいりまして、一戸建て住宅をシェアハウスに改装したい 。
そうすると、こ の規定がなか なか障害にな るという実態 をお聞きし まして、下の 図にご
ざいますように、 例えば直接各 戸から屋外に 避難できると いう場合に 、火災警報器 などを
つけた場合には間 仕切り壁の防 火対策を不要 とするといっ たような、 当然これは避 難所の
検証に基づいて、 この範囲であ れば安全とい う考えで見直 しているわ けです。こう いった
ことをやっております。
次は「②既存不 適格建築物向 けの緩和基準 の見直しによ る規制緩和 」ということ でござ
いまして、先ほど も耐震基準の 、増改築の場 合に緩和をし ております と言いました が、こ
こは小規模な木造 建築物、特に 一戸建て住宅 のものなので すが、先ほ ど御説明した 緩和基
準では上の黒い字 にありますと おり、構造計 算を全体でし ないといけ ない。ところ が、一
戸建て住宅は新築の場合は、構造計算をせずに壁の量を仕様規定で建て ております 。
そこで、そこが きめ細やかに なっておりま せんでしたの でこれを改 正いたしまし て、木
造住宅など増築す る場合には、 構造計算では なくて耐力壁 の配置等の 規定を満たせ ば良い
という緩和を行ってございます。
最後の「地方公 共団体等の建 築物確認事務 の運用改善」 でございま すが、これは 先ほど
来御指摘いただい た点でござい ますが、検査 済証がない建 物というの が、御指摘の とおり
多数ございます。
これについて、 建築基準法の 法適合状況の 調査をするた めのガイド ラインという のを作
りまして、去年の ７月に示した ところでござ いまして、今 後、まだ先 ほどのお話を 伺いま
すとガイドライン を示しました がまだまだ至 らない点はあ ると思いま すので、現場 の御意
見もお聞きしながらさらに制度改善に努めてまいりたいと考えてござい ます。
以上でございます。
○岡議長

ありがとうございました。

プレゼンテーションを行っていただいた方々、本当にありがとうござ いました。
これから意見交換に入りますので、もとのお席にお戻りください。
ここからの意見交換の進行は長谷川委員にお願いいたします。
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○長谷川委員

ありがとうございます。

最初に戻りまし て、本日の公 開ディスカッ ションのテー マは地域に おける空きキ ャパシ
ティをどうやったら利活用が進むかという問題でございます。
その際、これまで のプレゼンテ ーションで も出てまいり ましたように 、学校などの 廃校、
各地に見られます 空き商店、空 き店舗。ここ を何とか活用 できないの かという観点 に対象
を絞って議論を進めていきたいと思います。
本日、一般の傍 聴の方も多数 お見えでいら っしゃいます ので、御意 見、御質問が あれば
随時受けていきたいと思いますので、挙手でお知らせいただきたいと思 います。
廃校あるいは空 き商店などの 利活用という ことですけれ ども、これ までのプレゼ ンテー
ションにもありま したように様 々な課題があ るわけですが 、ざっと３ つぐらいに絞 って考
えたい。
まず１点目は新 しい最新の建 築基準に適用 しようと思う とコストや 時間がかかる 。だか
ら、どれくらいまで最新の基準に適合させればよいのか。この問題が１ 点。
馬場さんなどか らも御指摘が あった検査済 証がない場合 。これが随 分たくさんあ るよう
でございまして、 既存不適格で あることを証 明すらできな い場合もあ る。これをど う考え
るのか。
もっとマクロな 問題で、既存 の建築ストッ クというのが たくさんあ るわけだけれ ども、
これを改修してい くなどについ て、これをス ムーズに進め るためには どういった法 の運用
整備があったら良いか。こういう問題があるかと思われました。
この３つは、それ ぞれ相互に密 接に関連し ているわけで すけれども、中でも一番最 初の、
どれくらい最新の 基準に適合し ていけば良い のか。言いか えれば、ど れだけ建築物 の安全
性を確保したらよいのかという点について考えていきたいと思います。
具体的に言いま すと、田舎の廃 校などでは 周囲に建築物 もなければ延 焼する心配も ない。
そういったときは 防火の問題な ど、地域の住 民あるいは利 用者が合意 できるという 条件が
満たされれば少し 緩和しても良 いのではない か。こういう 議論もある でしょうし、 安全性
を確保するという のは、別に建 物のハード面 だけではなく てソフト的 、例えばここ を利用
するときには火は 使いませんと いうようなソ フト的な管理 によって安 全性が担保で きると
いうこともあるかもしれない。
他にも多々論点 があると思い ますけれども 、以上のよう なことにつ いて議論を進 めてい
きたいと思っております。
これから議論を 進めていきた いのですけれ ども、口火を 当規制改革 会議の地域活 性化ワ
ーキング・グループ の座長であり ます、安念先 生から最初の プレゼンを お願いできま すか。
よろしくお願いします。
○安念委員

御紹 介いただきま した、地域活 性化ワーキン グ・グルー プの座長をし ており

ます安念と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は貴重な御 知見をいただ きました有識 者の先生方、 関係官庁の 担当官の方、 さらに
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はフロアに御参加いただいている皆さん、本当にありがとうございます 。
私ども地域活性 化ワーキング ・グループが 考えておりま すのは、そ んなに志の高 いこと
ではございません。
例えば、廃校そ の他の空きキ ャパシティを 利用して、一 大巨大都市 を造ろうなん てそん
なことは全然考え ておりません で、地元で２ 人でも３人で も良いから 新たな雇用を 生みた
いという考えでございます。
そのためには、 既にあるスト ックをできる だけお金を使 わないで再 利用し、かつ それが
お金を生み出す。 それも、何億 なんてことを 考えているわ けではござ いませんで、 数百万
から数千万の規模 のお金が地元 で落ちて地元 の雇用を創り 出す。その ような仕組み が何と
かできないものかということを考えているところでございます。
空きキャパシテ ィには、例えば 道路とか公 園といった建 築物でないも のも含まれま すが、
ただいま議長や長 谷川委員から 御紹介もあり ましたように 、今日はそ の中でもやや 象徴的
な意味を持ってお ります学校と 空き商店とい うことに絞っ て議論をし ていただくこ とにな
りました。
先ほど田村先生 から御紹介が ありましたよ うに、私も一 般理論とし てはストック も最新
の規制に倣うのが 原則だと思う のです。そう しませんと、 せっかく最 新の厳しい規 制を守
った人々に対して ある種の外部 不経済が及ん でしまいます 上に、何か 大きな厳しい 規制が
導入されるという 直前に、駆け 込みで性能の 劣る建築物を 造ってしま うというイン センテ
ィブを与えてしま うことになり ますので、ス トックもでき るだけ最新 の厳しい規制 に倣う
べきだというのは 一般論として はそのとおり だと思うので すが、一方 、やはり安全 性をめ
ぐる規制をどれだ け守らせるか というのは一 つのバランス の問題でご ざいまして、 守らな
くてもよいことに よって得られ る利益という ものが、それ によって失 われる利益よ りも大
きければ守らなく てもよい、少 なくとも暫定 的には守らな くてもよい という選択肢 もあり
得ようかと思います。
学校の場合で申 しますと、私 も出身の田舎 の学校はなく なってしま いました。こ れは田
舎だからなくなっ たというわけ ではございま せんで、私の 隣におられ る佐久間委員 は、神
田の生まれのちゃ きちゃきの江 戸っ子なので すが、それで も中学校や 小学校もなく なって
しまったというわけで、これは必ずしも田舎の問題ではございません。
学校の意味は、 一つの情緒的 な価値でござ います。これ は、そこに コミュニティ のいわ
ば中心的な心のよ りどころがあ るということ でございまし て、学校を 学校のまま利 用する
ことはできないと いうことが前 提ですけれど も、やはり学 校があると いうことによ って地
域のまとまりとい ったものが維 持できるとい う価値があり 、それが商 業的にも利用 できて
お金が落ちるとい う価値もあろ うと思います 。このような 価値という ものが十分に 高けれ
ば、それによって 最新の安全基 準に必ずしも 完全に適合し なくてもよ いという政策 的な選
択もあり得ようというのが私どもの立場でございます。
その際、そうは 言っても建物 としての安全 性というのが それこそ最 低限度は確保 されて
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いなければいけな いのは当然の ことでござい ますが、これ も長谷川委 員がおっしゃ いまし
たように、私ども は一つの考え 方としてはあ り得るのでは ないかと考 えているのが 、物に
よって性能を担保 するのは当然 でございます けれども、例 えば避難のや り方を考える とか、
もっと原始的でご ざいますが、 例えば火の用 心の見回りを するとか、 そういったハ ードで
追いつかないとこ ろをソフトの 力で何とか補 っていく。こ ういうやり 方によって、 ハード
の足りないところを多少は免除するという考え方ができないかと考えて おります。
一方、杉藤審議 官から御紹介 がありました ように最近の 立法、例え ば建築基準法 八十六
条の七のように、 実は何でもか んでも最新の 規制にそろえ なければい けないのだと いう考
え方でなくなって いるという点 では、私ども と所管省庁で あるところ の国土交通省 の大き
な考え方のベクトルは、実は一致しております。
もっともこれが 一番難しいと いえば難しい のですけれど も、技術的 な細部に係る ところ
のすり合わせとい うことになっ ておりますの で、決して何 か意見が全 く反対方向に 分かれ
ているというわけ では全然ござ いませんので 、多くの実り ある成果が 今後得られる のでは
ないかと期待しております。
以上でございます。
○長谷川委員

どうもありがとうございました。

いかがでしょう か。以上のよ うな観点につ いて、さらに 追加で御意 見などがあれ ばお伺
いしたいと思います。
もしないようで あれば、実は 私はこの資料 をざっと見さ せていただ いて、非常に 興味が
あった点で触れら れなかった点 。大田原ツー リズムの藤井 さんのプレ ゼン資料にあ る、一
番最後の方。
「廃校利用 事例」に「星ふる学校く まの木」というの がありますね。こ れは廃
校したところを活 用して、実際 に黒字化して うまく行って いる。これ について御説 明いた
だけますか。
○藤井社長

こち らは栃木県の 塩谷町の方に あります「星 ふる学校く まの木」は改 修を行

いまして、今の現 行報告はあれ なのですけれ ども、その当 時の用途変 更で許可をと った宿
泊施設となっております。
こちらの方は、 事務局として 何名か採用に なっておりま して、事務 局として夫婦 の方が
住み込みで住んで おりますのと 、そのほかに もう１人女性 の方がいま すのと、あと は飲食
の方の許可もとっ ておりますの で、料理の方 を作るスタッ フもいると いうことで、 現状で
把握しているのは 、最低でも４ 、５名は雇用 となっており ます。事務 局長も、もと もと都
内に住んでいた方がこちらの方に移ってきて住んでいるという場所であ ります。
観光交流人口も余 りここは観光 地と言われる 場所でもない のですけれど も、ここの 場所
は観光地化して、 ここを拠点に 人がいろいろ 地域を回ると いった場所 であって、町 の委託
金とかももらわず に、全て宿泊 しに来た子供 たちとか大人 の宿泊費用 と飲食の費用 をもっ
て全て事業が黒字化されているというケースであります。
○長谷川委員

改修費用はどのくらいかかっているのですか。
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○藤井社長

１億以上を超えております。

○長谷川委員
○藤井社長

そのお金はどうやって調達されたのでしょう。
詳細 は分からない ですけれども 、恐らく国の 方と町の方 がある程度折 半しな

がらという話は聞いております。
○長谷川委員

そ れは要するに 、既存の制度 の枠組みの中 で、必要な 改修を行って できた

ということなのですね。
○藤井社長

そう です。ただ、 見てのとおり 一軒家で、あ る程度の規 模も２つの建 物に分

かれております。 これがまた２ 階建てとか３ 階建てとか、 面積とかも 大きくなりま すとも
っと費用が増大す る。たった１ 軒の数部屋し かないような 場所でも１ 億以上のお金 がかか
っているというのが現状であります。
○長谷川委員

藤 井さんから御 覧になって、 こういう例と いうのは、 これから規制 改革な

どいろいろあるか もしれない、 ないかもしれ ないけれども 、こういう 活用例という のが全
国に広がっていく可能性というのはあると思いますか。
○藤井社長

相当 あります。我 々地域活性化 をやっている 人たちはそ れなりに横の つなが

りはありますけれ ども、どこの 地域もこのよ うな、特に廃 校を使った 宿泊施設とい うのを
想定しているのはかなり多いケースであります。
○長谷川委員

いかがでしょうか。

どうぞ。
○岡議長

今の藤 井さんのお話 への質問です けれども、１ 億円を若干 超えた改修は 、運営

母体のNP Oが国 若しく は自治 体から 補助 金みた いなも のをい ただい てや ったの だろう と想
像しているのですけれども、１億強の改修の費用の内訳はわかりますか 。
お客を呼ぶために 建築基準と関 係ないところ にもお金を使 っているのか 、あるいは 建築
基準に合わせるた めの費用だけ で１億を超え ているのか知 りたいので すけれども、 いかが
でしょうか。
○藤井社長

もち ろん、廃校か ら宿泊施設と 変えますので 、宿泊施設 としての布団 とかの

備品だとか、例えばお風呂だとか、そういうものも含まれます。
ただ、基本的に は宿泊施設と 変えるための 建築基準と、 飽くまで宿 泊施設として の備品
です。私も宿泊し たことがあり ますけれども 、そんなに大 きく金額的 に張るような ものは
正直言ってありません。
○長谷川委員

ありがとうございました。

いかがでしょうか。
林さん。
○林委員

ありがとうございます。

本日の国交省の 資料１−４の1 2ページ以下 のところで「 目指すべき 建築基準の方 向性」
が３つ挙げられて おり、これま でになされた それぞれの規 制緩和の状 況について御 報告い
ただいているので すが、一方で 本日、馬場さ んからお話が あったよう な「現場で生 じる障
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壁」、正に馬場さん が冒頭におっ しゃいました 承認手続の煩 雑さでプロ ジェクトを断 念する
とか、法解釈が不 透明で予測可 能性がなく、 案件が進めら れないとい ったことにつ いての
規制緩和について は、項目的に たくさん馬場 さんが挙げて くださって おりますけれ ども、
これからの問題として、国交省ではどのくらいお取り組みになるのかと いうのが１ 点。
もう一点、マク ロの点から田 村先生から色 々な御提言を いただいて いるのですが 、建築
基準法での一般的 規制の例外と して緩和の条 文が八十六条 の九という ところで細々 と設け
られているという 、こういった 在り方自体も 見直していっ てはどうか という、マク ロの御
提言ではないかと 思うのですが 、第２点の質 問としまして 、そういっ た在り方から 取組を
見直していくとい うことを国交 省でお考えか どうか。この ２点を質問 させていただ きたい
と思います。
○長谷川委員

お願いします。

○国土交通省（杉 藤審議官）

第１点は、検 査済証がない 建物の問題 。正に御指摘 をいた

だいているとおり でございます ので、これは 建築基準法自 体は先ほど来 出ていますよ うに、
建築確認。とにか く基準を具体 かつ詳細にし て、事前明示 性を高める 。だからこそ 民間開
放もできるといっ たことでやっ ておりまして 、透明性とい うのは非常 に重大な課題 と認識
しております。
多分これは今の 法律に現物が 適合かどうか というのは、 多分どこか の条項をいじ るとい
うよりも、建物の調 査の方法の運 用基準とい うのをとにか く実務に即し て、詳細化を して、
皆さんが円滑に使 っていただけ るようにする というウエー トが大きい のかと考えて ござい
まして、去年出し て終わりとは 考えてござい ませんので、 今日いただ いた御指摘も 踏まえ
て、今後もいろんな ところから御 意見を聞い て改善に努め てまいりたい と思っており ます。
第２点目の新築 以外に既存の 建築物向けの 法制度自体を 別立てにし たらどうかと いうこ
とに関しまして、私 は性能規定と いう考え方 からすれば、新 築であろう が既存であろ うが、
求める性能は同じ でございます 。もちろん既 存ゆえの緩和 というのは 先ほど来御説 明した
ような形で一部の 例外はござい ますけれども 、究極的な目 的としては 同じはずでご ざいま
して、それを根元 から割ってし まうというこ とになります と、それは かえって不合 理が生
じてくると考えて ございますの で、基本は性 能規定という 考え方で、 同じ建築基準 法の中
で、確かに書き方が 新築も含めて 分かりにく いと言われて いるというこ とにつきまし ては、
事前明示性を若干 相反する部分 もあるのです が、なるべく 分かりやす い形に改めて いきた
いと考えてございます。
○長谷川委員

他にいかがでしょうか。

大田さん。
○大田議長代理

ありがとうございます。

私も杉藤さんに お伺いしたい のですが、分 かりにくいの をなるべく 分かりやすく してい
くということで言 いますと、田 村先生の提言 、19ページの 「③

既存 建築ストック への建

築行為のマニュア ル化・チェッ クリスト化（ こうすればう まくいくと いう手続き事 例を判
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例的に集積）」とあるので すが、マニュアル化 のようなこと をしていた だけるのかど うかと
いうのが１点です。
あと、廃校に関 して藤井さん の資料17ペー ジに、赤い文 字で質問が 書かれていま す。学
校というのはそも そも避難とい うのはよく考 えられている 建物のはず ですので、緩 和基準
を総面積の基準を 緩和できない か。もし 、それで もどうしても 難しいという のであれば「火
の使用を厳禁とし た制約施設」
「退避行 動がしやすい 利用方法 」という ような条件つ きだっ
たら緩和できない かという具体 的な要請が書 かれています が、これに ついてはどう でしょ
うか。
○国土交通省（杉 藤審議官）

第１点目のマ ニュアル化は 是非やらせ ていただきた いと思

っております。
第２点は、2,000 平米かどうか というのが ありますけれ ども、多分性 能規定の考え 方で、
少なくとも１階で 外に出られる ようなタイプ というのが学 校には非常 に多いですか ら、こ
れは火災工学上非 常に有利な条 件なものです から、そうい ったところ に着目して性 能規定
の見直しの中で、 さらに深掘り できるところ がないのかと いったこと は十分考えら れるか
と思います。
ただし、これは 廃校の場合、 今は木造とい っても最近の 木造は非常 にレベルが上 がって
いますのでそんな に燃えません けれども、か つては学校と いうより宿 泊ですから旅 館、ホ
テルになると思う のですが、木 造旅館で非常 に火災が相次 いだ時期が ありまして、 それも
あって今非常に厳 しく取り締ま った結果、こ のような状況 になってい るというのが ござい
ますので、比較的コストをかけずに性能が上がるという部分があると思 います。
例えば、天井だ け不燃化して いただくと、 非常に火の回 りが遅くな るとかそうい ったエ
ビデンスがござい ますので、そ ういったもの をいろいろ組 み合わせて 、なるべく性 能的な
考え方で改善をしていきたいと思っております。
あと、先ほども 出た火の用心 との関係なの ですが、これ は建築基準 ですので、長 期安定
的に担保できるも のに着目して やるのが基本 でございます 。多少、火 災報知器とか 、そう
いった人のソフト に踏み込んだ 部分もできる ところは基準 化しており ますけれども 、完全
に火の用心という ことになりま すと、半年と か１年ぐらい は良いので すが、どうし ても人
間はミスをするも のですし、緊 張感、注意力 も数十年続く のかという 問題があって 、そこ
は長期安定的に評価できるものという形で評価していきたいと考えてご ざいます。
以上でございます。
○長谷川委員

馬場さんお願いします。

○馬場代表取締役

トピックス は１つ戻るの ですけれども 、現場で設 計とか計画を やって

いる人間にとって切実だなということを言っておかなければと思ってで す。
手続のプロセス と、それに要 する手間及び 書類なのです 。検済証が ない案件に対 して、
それを適法化する という行為に 関して、前回 ７月に出たガ イドライン というのは大 きな一
歩だったと思ってはいます。
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しかし、同時に それを詳しく 見ていくと、 復元図、現況 図全部が必 要であったり 、過剰
防衛な感じの手続 がいるという 現場感覚があ ります。これ だけのもの が要求される とする
ならば、よっぽど規 模が大きくて かなりのお 金をかけられ る案件しかリ アリティーが ない。
実際にそれを受け 付けても良い よと言ってい た民間の確認 申請期間な どに、依頼と かあっ
たかと聞いてみた りしたのです けれども、電 話はあったけ れども、実 際にそれがド ライブ
したのは１件もないという現実があるのです。
ガイドラインが 出てこれがオ ーケーなら良 いという、
「これが オーケーなら 」が積 み重な
ることによって、 現場としては 膨大な作業と 書類がどんど ん増えてい くという現実 がある
のです。
それをいかに簡 略化するかと いうところの 目線がガイド ラインなど を設けるとき には非
常に重要なのではないかと、抽象的になってしまいますが、そこは切実 に感じます 。
そうすることに よって、たくさ んの計画者 や事業者や設 計者がその工 夫をし始める ので、
そこで一気に活性 化する。そこ の手続的な過 剰防衛の壁を いかにシン プルにするか という
のが一つあります。
もう一つ、特に 地方自治体及 び地方で仕事 をするときに 思うのは、 結局法律は大 きな方
針を出していて、 最終的なディ テールになっ てくると解釈 の幅がある ので、建築主 事と呼
ばれる地元の建築 指導家の方と やりとりする ことになりま す。それは 、場所や町や 規模や
建築主事さんの性格によって、判断には大きな幅があります。
私は判断に大き な幅がある、 冗長性がある のが日本とい う国家の健 全性だと思う ので、
すばらしいと思い ながらつき合 っているとこ ろなのですけ れども、た だし大きな方 針がは
っきり出ていることが重要なのだということを痛感します。
古い建物の再生 や、ストック を活用して活 性化すると。 例えば、首 長がどんと言 った場
合、大分空気が変 わります。は っきりではな いです。差は あるけれど も、じわっと 現場に
それがおりてくる 感覚がありま す。だとする ならば、もち ろんディテ ールも非常に 重要に
なってきますが、 国として、国 交省として、 ストック活用 に対しての 、積極的に活 用する
のだという大きな 方針を明快に 出して、実際 の現場は議会 から、国か ら何か言われ たらど
うしようと常に不 安なのです。 その不安を少 しでも取り除 いて、市民 との間の法律 的なコ
モンセンスの上に おいて、物事 が健全に考え られるフィー ルドをいか に作るかとい う空気
を作ることの重要性を現場では日々感じていたりします。
○長谷川委員

ありがとうございます。

佐久間さん。
○佐久間委員

ありがとうございます。

今の問題にすぐ 答えるという 観点でのお話 でないので申 し訳ないの ですけれども 、検査
済証のない建築物 というのは、 今この瞬間に もどんどん生 まれている 。こういう理 解で正
しいのかと思うのですけれども、そういうことはないのですか。
○馬場代表取締役

最近はみん な検済証を取 るのが常識に なっている ので、最近は 大丈夫
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なのです。
ただ、20年前、3 0年前は検済 をとらなけれ ばいけないこ とが重要だ とは誰も思っ ていな
くて、おまけに検 済をとったと してもはがき １枚みたいな 検済証が重 要だと誰も思 ってい
なくて、もとから なくしてしま っているので す。行政にも 記録が残っ ていなくて、 この建
物が検済証をとっ たのかとって いないのかと いう事実すら 確認できな い。検済証が ない、
見つからない、記 録もないとい うことは仮に 取ったとして も、法的に は検済証を取 ってい
ないということに なる現実があ って、今の日 本の建物の半 分ぐらいは 検済証のない 建物に
よって構成されている国である。
○佐久間委員

私 がお伺いした かったのは、 今でもそのは がきをなく している人が いるの

ではないかということなのです。
○馬場代表取締役
○佐久間委員

そうですね。

今 の瞬間でも検 済証の無い建 物というのが できている ということは 、私に

とっては非常に驚 きでして、つ まり免許証を なくすともう 一度試験場 に行って受け ない限
り、その日から一 切運転できな いという状態 だということ なので、こ れは本来行政 がとっ
ておかなければいけない。
つまり、今まで はとっていな いということ でしょうけれ ども、今後 はそれは100年 か200
年か分かりません が、ITの発達 した世の中は 非常に単純な 情報量です から、これは これか
ら行政がそういう ことを必ずと っておくとい うことになっ ているので しょうかとい う質問
です。
○国土交通省（杉 藤審議官）

所有者の方は 残念ながらな くされる方 はゼロではな いよう

ですが、行政 、民間確認 機関は台帳を 作って、必ず記録を残 すようにな っております ので、
最近建ったものはそちらに確認ができる状態になっております。
○長谷川委員

そ れは現在の話 で、例えば平 成10年時代に はそういう ことはなかっ たとい

うことですか。
○国土交通省（杉 藤審議官）

検査率がかつ て４割を切っ ている時代 が長かったも のです

から、これは何か と言いますと 、行政の能力 が足りなくて 、検査に追 いつかなかっ たとい
う実態がございま す。それもあ って2000年に 民間開放して 、今は８割 民間が確認検 査をし
ていますので、こ れできちんと 法律どおりの 実務もやり、 記録も残す ということが できて
おります。
それから、自治 体によっては 古くから確認 あるいは検査 の記録を台 帳で持ってい るとこ
ろもございます。 例えば、東京 都などは一部 欠落がありま すけれども 、戦後のかな りの部
分を持っている場合もございます。自治体のばらつきもあるということ でございま す。
○長谷川委員

そ うだとすると、2000年以降 が民間開放で そういう記録 が残ったとし ても、

それ以前はなかっ たのだとすれ ば、それ以前 についての何 らかの救済 的な措置みた いなこ
とは考えられないのですか。
○国土交通省（杉 藤審議官）

それは、任意 で法適合状況 調査を民間 の指定確認機 関がし
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て、通常の確認検 査並みの手間 で法適合状況 の確認をして 、調査書を 発行して、そ の調査
書があれば、増改 築の際に既存 不適格調書の 添付書類とし て使って良 いというガイ ドライ
ンを出しまして。
○長谷川委員

今の点は、田村さんも馬場さんも御意見があると思うのだけれども 。

○田村特任教授

私の資料の18 ページに書い たのですけれ ども、要す るに既存の建 築物に

関するきちっとした統計とかデータベースが不備なのです。
やはり、実際に は建築物の戸 籍というのを 作らなくては いけない。 だから、それ が今で
きているという建 物については 民間開放もし たからできる という話は 、それでも随 分前進
しているのですが 、それだけで はなくてこれ はむしろ戸籍 なので、き ちっと国とし て手当
てすべきなのではないか。
要するに、時間 がかかっても いわゆる地籍 調査と同じだ と私は思う わけです。ス トック
の時代に、きちっ とした既存ス トックに対す る戸籍調査的 なものを、 民間でお金を かけて
やりなさいと放置しているというのは違うのではないかと私は思います 。
○長谷川委員
○岡議長

いかがでしょうか。

田村先 生のお話を大 変興味深く聴 かせてもらっ たのですけ れども、要す るに、

今の既存建物全部 を国なり自治 体が費用を使 ってでも、全 部一度確認 してというぐ らい大
がかりなものをやったらよいのではないかという御提案ですか。
○田村特任教授

極端に言うと そういうこと なのですが、 もちろんこ れは非常に膨 大なも

ので、全数やると いうのは現実 的ではないか もしれないけ れども、や はり重要性の あるも
のからやっていく べきなのだろ うと思うので す。それは規 模であると か、いろんな 観点は
あるだろうと思う のですが、要 するにアメリ カなどですと 、住宅に対 する投資とい うのが
大体住宅の現在価 値というのと ほぼほぼ一致 するのだけれ ども、日本 は幾ら投資を 積み重
ねていっても、実 は資産として の総額は増え ていないとい う状況です 。これが何百 兆円と
いう損失を招いている。
その結果として 、いつまでも 新築を35年ロ ーンで建てな いといけな いというのが 国民の
生活の中で非常に 負担になって いるという現 実を考えると 、住宅以外 でも同様なわ けです
が、この既存建築 物をに対して もう少しきち っとした投資 ができるよ うな状況を作 るとい
うのは、実は国の政策として非常に大事ではないかという観点です。
○長谷川委員

今 のお話は中長 期的な在り方 としては全く そのとおり だけれども、 目先の

問題としては地域 活性化の課題 というのがあ って、現在の 中でどうす るかという話 で、も
う一遍もとに戻し たいのですけ れども、どの くらいまで最 新の基準に 適合すればよ いのか
というのは、実は相当幅のある話なのでしょうか。
学校何かの廃校 活用というの は先ほどは１ 億円かけて全 部あわせた という話だけ れども、
実は1,000万ぐらいあれば何とかなってしまうということもあり得る話 なのですか。
○藤井社長

教室 を１つだけ使 って、あとは 全部閉じると いうことで あればできる かもし

れないです。
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要は、面積の規 模によって何 を適用しなけ ればいけない とか、例え ば私の13ペー ジに挙
げておりますけれ ども、例えば 耐火建築物又 は準耐火建築 物としなけ ればいけない と書い
てあるのですけれ ども、木造であ れば２階の 部分の床面積 は300平米以 上に適用され るとか、
面積の適用という のは建築基準 法には多いの で、先ほどの くまの木で ないですけれ ども、
例えば１階の平屋 で面積が小規 模だったらば 費用もかから ないですし 、２階まで含 んだり
３階まで含んだり すれば、面積 に応じてかけ なければいけ ないものが 多くなってく る。そ
れによって費用の 負担が膨大に なってくるの で、例えば３ 階があると ころでも１教 室だけ
で、あとは全部閉 じてしまって 、行くことも できないよう にしてしま ってという１ 教室だ
けであれば数百万でできる可能性はあるかもしれないです。
○馬場代表取締役

設計してい る現場からの 意見なのです けれども、 木造の良い感 じのも

のを適法化しよう とすると、木 造のところを 全部ボードで 張ってぴか ぴかにしない とでき
ないという状況になっているのです。
先ほどソフトの話 もありました が、避難方法 とか避難器具 とか、要する に今の法律 だと
全部スプリンクラ ーをつけなさ いということ になっている わけですよ ね。それは現 実的で
はないし、それこ そ過剰防衛の ように思える ので、法的に それをどう いうふうに咀 嚼して
明文化していくか というのが非 常に難しいこ とは重々承知 なのですけ れども、避難 である
とか、人間の行動 とか、そうい うことによっ て緩和してい く何らかの ルートを設け るとい
う姿勢が重要なのではないか。
今まで主にハード ウエアで解決 するという姿 勢で戦後きた わけですけれ ども、そこ に過
剰な設備投資が必 要だった瞬間 に設備投資を しない、でき ないという 現状があるの で、ハ
ード的な設備投資 を押さえなが ら、同じレベ ルの安全性を 確保できる 方法というの が重要
なのではないかと思います。
構造的には難し いと思うので すけれども、 避難とかその 辺はあり得 るのではない かとい
う感覚はあります。
○長谷川委員

時 間も押してき ているのです けれども、今 のような御議 論を踏まえた 上で、

どなたかのペーパ ーにもあった と思いますが 、限定された 特区のよう な考え方はで きない
のかという話と、 実は廃校など で考えても、 全然都会と地 域の廃校と では周辺環境 が全く
違う。そうだとす ると、そこに 適用する規制 というのは柔 軟に考えら れることはで きない
のかということに ついて、国交 省から一言感 想をいただい て、最後に 議長の発言に したい
と思います。
よろしくお願いします。
○国土交通省（杉 藤審議官）

特区につきま しては、特区 でできるこ とは特区外で もやら

せていただくとい うことでこれ までもやって おりまして、 今後もそう いうふうにや らせて
いただきたいと思っております。
都会と地方は、 延焼的な規定 は都会と地方 では現行でも 著しく違う 規定になって おりま
して、今回は避難と いうことです ので、これは どこに立地し ようと同じ でございます ので、
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それは共通の規定 になっている ということで 、要するに求 めることに 対して過剰な 規制と
いうのは憲法の要請もありましてやめるということでございます。
そこは、今後とも細心の注意を払ってまいりたいと思っております。
○長谷川委員

ありがとうございます。

それでは、最後に岡議長からコメントをいただきたいと思います。
○岡議長

ありがとうございました。

今日の国交省の 説明をお聴き していて、廃 校であれ、廃 商店であれ 、何とか有効 活用し
ようという姿勢でいろいろ検討いただいていることについてはよく分か りました。
あとは、そ れをいかに 具体化してい くかというこ とになろうか と思いますけ れども 、今、
「地方創生」が政 府の大きなテ ーマになって いて、これか ら１年ぐら いかけて、各 地域の
総合戦略を作ろう という動きに ありますので 、それぞれの 自治体の首 長さんがリー ダーシ
ップを発揮して、 空きスペース を有効活用す ることが地域 の活性化、 地域創生につ ながる
のだと言ってくるところがかなり出てくるのではないのかと期待もして おります。
規制改革会議と しても、今日皆 様方からい ただいたいろ いろな意見を 参考にして、今後、
それが具体化するようにしっかりフォローしていきたいと考えておりま す。
先ほど長谷川委 員がまとめて いただきまし たように、全 部できるよ うにするとい うこと
になると大変な時 間がかかると 思いますので 、私はできる ところからや っていく。例 えば、
廃校のこういう用 途だったらよ いではないか とか、まず、 こういう手 続にしてくれ たら、
すごくやりやすい というアイデ アとか、規制 改革会議の事 務局の方に御 連絡いただけ れば、
少しでも有効活用 できるような 方向に結びつ けていきたい と思います ので、引き続 き皆様
方の御協力をお願いいたします。
どうもありがとうございました。
○長谷川委員

こ こで一旦暫時 休憩というこ とで、２つ目 のテーマは4 0分からとさ せてい

ただきます。

（休

○岡議長

憩）

それで は、本日２つ 目のテーマで あります「医 薬分業にお ける規制の見 直し」

について議論を行います。
前半と同じく、 最初に各出席 者からのプレ ゼンテーショ ンをいただ きますが、時 間の制
約がございますの で、誠に恐縮 でございます が、持ち時間 の残り１分 のところでベ ルを１
回鳴らさせていた だき、持ち時 間がなくなり ますとベルが ２回鳴りま すので、御協 力をお
願いしたいと思います。
それでは、まず 、事務局から 本テーマの趣 旨につきまし て簡単に説 明を２分でお 願いい
たします。
○大熊参事官

事務局の大熊と申します。よろしくお願い申し上げます。
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私からは、本日 の論点及びア ンケートをや りましたので 、その結果 についてお話 させて
いただきます。
資料２−１を御覧ください。
まず、２ページ 、医薬分業と は、医師が診 療を担い、院 外の薬剤師 （薬局）が調 剤を担
うこと。分業の理 念は、医師と 薬剤師が独立 した職能を発 揮すること で、安全性の 面から
医療の質的向上を 図ることとさ れています。 こうした理念 は多くの方 に賛同される と思い
ますが、その実現方策については議論のあるところです。
なお、医薬分業の形態等につきましてはポンチ絵をつけております。
本議題の論点は２つ。
１つ目は、患者 の利便性の問 題として、医 療機関と薬局 が離れてい なければなら ない構
造規制の在り方やその是非についてです。
２つ目は、分業 のコストとメ リットです。 院外処方の方 がコストが 高いわけです が、そ
れに見合うメリットが感じられないのではないかということです。
続きまして、４ペ ージ、アンケ ートの概要で す。1,000名超 の方に意識 調査を行いま した。
５ページ、医薬分業を知らない方が半分以上という意外な結果であり ます。
６ページ、医師 と薬剤師がそ れぞれ職能を 発揮するには 、医療機関 と薬局が離れ ている
ことが望ましいと思うと答えたのは３割を少し超える程度でありました 。
８ページ、院外処 方が院内より 医療費ベー スで約1,000円 高いことに つきまして６ 割近く
の方がサービスに比べ高過ぎると答えています。
なお、価格差につきましては、薬の種類や処方日数等によって変動い たします。
９ページ、７割 近くの方が医 療機関からな るべく近い薬 局、いわゆ る門前薬局に 行くと
答えており、ここ でのサービス 水準を基準に 価格が高いと 感じている 方が多いと推 察され
ます。
最後に11ページ 、薬や体調悪 化について相 談するのは医 療機関が圧 倒的に多いと いうこ
とでございます。
私からは以上でございます。
○岡議長

ありがとうございました。

それでは、これからプレゼンターの皆さん方に御説明いただきたいと 思います。
最初に、厚生労 働省の吉田審 議官から制度 の概略につい ての説明を ５分でお願い いたし
ます。
○厚生労働省（吉田審議官）

厚生労働省の官房審議官でございます。

いただいたお時 間が５分とい うことですの で、用意させ ていただい たスライドを 駆け足
で進めさせていただきたいと思います。
医薬分業というものの理念につきましては、この資料にまとめてござ います。
医師、薬剤師そ れぞれが専門 分野で業務を 分担して、国 民医療の質 の向上を図る という
テーマでございますけれども、具体的に４点ほど掲げております。
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かかりつけ薬局 で処方内容あ るいは重複投 薬、相互作用 をチェック していただく 。薬剤
師さんが患者さん にお薬の説明 をする。服薬 指導をするこ とを通じて 薬物療法の有 効性、
安全性が向上する 。医療機関に おいても、採 用している医 薬品に縛ら れることなく 処方が
できる。病院にお ける薬剤師さ んも本来の業 務に集中でき るというこ とを理念とし て考え
ております。
これは、この医 薬分業を通じ て結果的に医 療保険財政の 効率化にも 寄与すると思 ってお
りまして、例えば 薬剤管理コス トの削減、残 薬解消あるい は後発医薬 品の使用促進 が挙げ
られると思っております。
医薬分業率の年 次推移あるい は平成５年以 降の薬価差及 び薬剤費比 率の資料につ いても
つけてございますので、御参照いただきたいと思います。
具体的に医薬分 業の機能とし て実際にどの ようなことが 行われてい るかスライド で御説
明いたします。
後発医薬品につ いては使用割 合が上がって おりますけれ ども、下の グラフにあり ますよ
うに、後発医薬品 に変更したの は、７割の方 が薬剤師さん からの御説 明と挙がって いるデ
ータもございます。
こういうことを 通じて「かか りつけ薬局」 という形で、 飲んでおら れる薬を全体 的に一
元的に管理するあ るいは副作用 や効果を継続 的にフォロー することが 必要だと思っ ており
ます。かかりつけの お医者さんを 中心とした チーム医療の 中で薬剤師さ んも、いわば 昨今、
我々が進めており ます「地域包 括ケア」の一 員として薬剤 師さんある いは薬局の方 々にも
御活躍いただきた い。そのため にも医薬分業 は進める必要 があるので はないかと思 ってお
ります。
具体的には、例 えば疑義照会 という形で薬 剤師さんに照 会していた だいた比率が 処方の
中で5.4パーセント ぐらいあるこ と。あ るいは残薬 、飲み残 しのお薬を 持っておられ る方が
多いかと思います けれども、そ れを減らす取 組に当たって 薬剤師さん の寄与が非常 に大き
いこと。
我々はまだ医薬 分業は道半ば 、課題も多い と思っており ます。分業 率は先ほどの グラフ
で御覧いただいた ように上がっ ておりますけ れども、いわ ゆる門前薬 局と言われる 形があ
るのではないか。 調剤という保 険処方による 薬を出してい ただくこと に偏重してい るので
はないか。
その反面として、気軽にOTCの 選択あるいは 健康相談など に立ち寄れ るような存在 に本当
になっているのだ ろうかという こともござい まして、先ほ ど少し申し ましたかかり つけ薬
局というものを医 薬分業として もっと進めて いく、地域包 括ケアの中 で進めていく ことが
必要ではないかと 思っておりま す。１つには セルフメディ ケーション という考え方 。地域
包括ケアの考え方をここに掲げさせていただいております。
具体的に薬局と して求められ る姿あるいは 機能につきま しては、私 どもとしても 研究な
どを通じて昨年１ 月には一定の 「指針」とこ こに書かせて いただいて いるようなも のをま
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とめて世の中に周 知し、また、 御意見をいた だいていると ころでござ いますが、こ れを具
体的に事業とする ために、例え ば今年度の予 算の中では薬 局あるいは 薬剤師さんを 活用し
た健康情報拠点と いう形でモデ ル事業を進め させていただ いたり、相 談体制、設備 などに
おいて特に取り組 んでいただい ている薬局を 公表する取組 も進めさせ ていただいて おりま
す。
それだけではな く、全体の中 では、生涯教 育という形の 薬剤師さん のスキルアッ プ、あ
るいは特に昨今問 題になってお ります認知症 対応という意 味からも薬 剤師さんの機 能を医
薬分業、地域包括 ケア、かかり つけ薬局とい う取組の中で 進めていた だけないかと 思って
おります。
最後にもう一つ 。２つ目のテ ーマとしてい ただきました 、薬局、医 薬分業をどの ような
形で担保をするか というところ の構造上の独 立性の問題に ついて一言 申し上げたい と思い
ます。
医薬分業という 形で先ほど来 申しておりま すような期待 される効果 がございます けれど
も、やはり医療機 関と薬局の間 に経営的な独 立性がある程 度必要では ないかと私ど もは考
えております。そ の上で、一体 的な経営でな いということ をどのよう に確保し、担 保して
いくかという立場 から構造上の 独立性につい てもこれまで 求めてきて いるところで ござい
ます。
構造上の独立性 ということを 申し上げます と、それがど ういう形で というのはな かなか
見えにくい部分が ございますけ れども、医薬 分業という皆 さんにとっ て望ましいも のを進
めていくためには 、経営者が形 式的に異なっ ているとして も、実質的 に一体性を有 するこ
とがないような形 が必要ではな いかという観 点から、現在 、経営上の 独立性に加え て、構
造上の独立性の確保を求めていることを御報告させていただきたいと思 います。
以上でございます。
○岡議長

ありがとうございました。

続きまして、各団体からの御説明をいただきます。
最初に、日本医師会の今村副会長から御説明を７分でお願いいたしま す。
○今村副会長

日本医師会の副会長を務めております今村聡でございます。

本日はお招きを いただいて、 意見を述べさ せていただけ る機会を頂 戴しまして、 本当に
ありがとうございます。御礼申し上げたいと思います。
今日は論点が２つあるということです。
１点は、医療機 関と保険薬局 の構造的な問 題ということ で、これに つきましては 、もう
御存じだと思いま すが、ここに ございますよ うに、療養担 当規則の中 に保険医療機 関と一
体的な構造として はならない。 同一の建物、 敷地にあって 、保険薬局 の指定を行わ ないこ
と等とされたいという通知が出されているということであります。
これは今年の１ 月28日、今日 の第２回のと ころ、行政相 談の趣旨と いうことで、 総務省
の方からもこのよ うな文章が上 の方に出てお りますけれど も、杓子定 規な考え方は 見直し
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てほしい。
また、下にござ いますように 、訴訟があっ て、東京高等 裁判所でも このような判 決の要
旨で、構造上の独 立性に関する 規定は緩やか に解するのが 相当である というものが 出てお
ります。
これはごく簡単 な絵で恐縮で すが、このこ とにつきまし ては、実は 川渕先生の資 料を見
ると非常に分かり やすく出てい るので、後ほ ど見ていただ ければと思 うのですが、 こうい
った病院なら病院 の敷地の中に 薬局があると 、これは仮に 今、高齢者 が多いので、 車いす
という例を出させ ていただいて いますけれど も、内閣府の 個別のアン ケート結果に も、高
熱が出て、冬の寒 い中にわざわ ざ外を通って 、遠回りをし て、公道ま で出ていくと いう、
こういう形式的な ことに意味が あるのか。私 は国民目線で 見ると、全 くおかしな仕 組みで
はないかと思っています。
ここにございま すように、一 体的な構造が 禁止される実 質的な理由 はあるのか。 先ほど
厚労省の吉田審議 官からもお話 がありました が、そもそも 保険医療機 関と一体的な 経営を
行わないというの は大前提であ ります。隔壁 が設けられて いるから、 そのことで経 営が独
立しているかとい うと、何の保 障もないわけ でありまして 、こういっ た物理的な要 因に関
わらず、このことが重要であります。
もう一つは、患者 さんが特定の 保険薬局に おいて調剤を 受けるべき旨 の指示を行わ ない。
患者さんが薬局を選ぶ権利を守っていくことは非常に重要なことだと思 っています 。
もう一点の論点 ですが、これ はいわゆるコ ストとサービ スというこ とで、この点 につき
ましては、私は２つの視点があると思っています。
１つは、実際に サービスを受 けた患者さん の視点という ことで、コ ストに見合っ たサー
ビスを受けたと患 者さんが感じ られるかどう かということ で、この点 については、 そもそ
も今の制度を国民 の方、患者さ んがどこまで 理解している かという大 きな問題はあ ります
が、先ほど内閣府 のアンケート にもあったも のが実態であ ります。私 も日ごろ、今 でも診
療しているもので すから、自分 は自分の出す お薬に対する 費用に対す る意識はある のです
が、それを処方箋で 発行したとき にどのよう な費用を患者 さんが払って おられるか。実は、
漠然と高くなって いるのだろう なというのは 分かっている のですが、 あまり詳細に 見たこ
とがなくて、今回 、自分の患者 さんで、①で 、このような 典型的な高 齢者になると 糖尿病
もあって、高血圧 もあって、慢 性胃炎もあっ て、不眠症も あるねとい うことで、ち ょっと
計算をしてみたわけです。
このことは、こ れも後ほど白 川副会長から 非常に詳しい データがあ りますので、 見てい
ただければと思います。
ここにあります ように、後発 品を使わない ケースで、私 のところで お薬を出す、 いわゆ
る処方に関わる費 用が420円 。薬剤の負 担料は薬局で もらおうが 、院内 で出そうがこ れは同
じものであるとい うことで、院 内、院外で一 番右端にある ような費用 の差があると いうこ
とであります。
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改めてもう一つ 感じたことは 、院内で出し た場合と院外 処方で出し た場合の報酬 の差を
出しているのです けれども、国 民の方から見 て、こういっ た中身、様 々な技術料、 これは
当然、医師、そし て薬剤師の技 術が評価され なければいけ ないと思っ ていますが、 その中
身を国民の方が見 て、一体どうい うものなの かが本当に分 かる形になっ ているかとい うと、
なかなかこれは分 かりにくいの だろうなとい うのが正直、 自分の立場 でも感じると ころで
あります。
もう一点の納め た税金・保険 料の運用とし て医薬分業が 適切かどう か。この資料 も余り
良い資料ではなく て、これも人 の資料のお話 ばかりして恐 縮ですが、 白川副会長の ものが
非常に分かりやす いのですが、 いわゆる調剤 医療費は急激 に増加して きている事実 があり
ます。だからどうだということではないのですが、事実は事実としてそ うだと。
大前提として、 先生方に知っ ておいていた だきたいこと は、そもそ も日本の薬剤 師の方
がどのぐらいいら っしゃるのか 。薬局の数が どのぐらいあ るかという ことですが、O ECDの
中で1,000人の人口 に対して薬剤 師の方は、OECD 平均は0.77人 ですが、日本は、今日 は資料
がありませんけれ ども、1.56人 。OECDの中で 断トツの１位 の薬剤師さ んがまずいら っしゃ
る。
薬局数はどのぐ らいが適正か というのは、 なかなかそう いう調査と いうか、そう いうも
のを公にされてい ないと理解し ておりますが 、今日御参加 の日本薬剤 師会の方で大 体、２
万7,000ぐらいとい うのを過去に 出されてい る。現在はほ ぼ倍の５万5, 000の調剤薬 局があ
る。
大きな病院が医 薬分業をしよ うとすると、 その大きな病 院の門前に 、１年も２年 も前か
ら土地が買われて 、正面玄関の 前には今まで あったお店が みんな違う 形の調剤薬局 になっ
ている。それが本 当に健全で望 ましい姿かど うかというも のについて は、私はいろ いろな
意見があってよろしいのではないかと思っています。
これは単純に費 用の問題なの で、詳しくは 申し上げませ んが、今の医 療の高度化の 中で、
薬剤費はふえてい きますが、薬 剤費は２年に １回の改定ご とにこれを 下げるという ルール
の中で、技術料についてはこのように継続的に上がっている実態もあり ます。
私としては、こ れからの医薬 分業における 規制の問題に ついては、 患者さんの安 全性及
び利便性が非常に 重要であると 考えています 。また、適切 なコストに 見合ったサー ビスを
提供していただきたい。
最も大事なこと は、保険医療 機関と保険薬 局との連携が 大事です。 処方箋には病 名が書
かれていません。 したがって、 出されている 薬だけで患者 さんにでき る指導には限 界があ
ります。やはりき ちんとした医 師と薬剤師の 間で連携をと りながら、 本当に患者さ んにと
って良いサービス を提供してい くことが必要 ですし、これ から国策と して地域包括 ケアを
推進することがうたわれています。
本来、医薬分業 は面分業とい うことで、地 域のかかりつ け薬局を増 やしていくこ とが大
事であったはずだ と思います。 そういった薬 剤師の方たち の働きをし っかりと果た してい
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ただいて、また、 それをきちん と評価してい くことが重要 ではないか と思っていま す。そ
のことが健康保険 事業の健全な 運営にもつな がりますし、 そのために は国民の方た ちに制
度をしっかりと周 知していただ くこと。かか りつけ薬局を 持っていた だくことの周 知と政
策的なある程度の誘導が必要なのではないかと思っております。
以上です。
御清聴どうもありがとうございました。
○岡議長

ありがとうございました。

続きまして、健康保険組合連合会の白川副会長からお願いいたします 。
○白川副会長

健康保険組合連合会、白川でございます。

本日は、こうい う意見を述べ る機会を与え ていただきま して、誠に ありがとうご ざいま
す。
それでは、資料に沿いまして、私どもの考え方を説明させていただき ます。
最初に、医薬分 業率、これは 厚生労働省の 資料にありま したけれど も、覚えてい ただき
たいのは、率が67 パーセントに 達しているこ ととあわせて 、右に処方 箋の発行枚数 が出て
おります。１年間 でざっと８億 枚の処方箋が 出ていること に御注目い ただければと 思いま
す。
医療費の伸びと いうことで平 成16年度から プロットして おりますけ れども、一番 上の赤
いラインが調剤の 伸びでござい まして、67パ ーセントの伸 び。それ以 外、入院、入 院外、
歯科の伸びは７パ ーセントから2 5パーセント の間というこ とで、非常 に調剤料が伸 びてい
ることが見てとれるかと思います。
医薬分業についてでございます。
私どもは、基本 的には医薬分 業は推進すべ きだという立 場でござい ます。医薬分 業はあ
るべき姿と考えて おりますし、 専門性を生か した役割の発 揮を期待す るというスタ ンスで
ございます。
とはいえ、どれ ぐらいコスト が上がってい るのかがその 次の５ペー ジ目のシート でござ
います。
下の方に計がご ざいますけれ ども、院内処方で約1 ,500円 。これは薬 剤料は除いて ござい
ます。それに対 して院外処方 、右の方 でございます が、ざっと 計算すると3 ,250円。自己負
担額は下に示したとおりで、大体、院外処方だと倍ぐらいの費用がかか る。
先ほど数字を覚 えていただけ ればと申し上 げたのは、約 ８億枚の処 方箋で67パー セント
が院外処方という ことでござい ますので 、ざっと５ 億3,000万枚 の処方せんが 出ており 、分
かりやすくその全 てで先ほどの1 ,500円ぐら いの差がある と仮定して計 算をいたしま すと、
大体、院外処 方だと8,000 億円のコスト 増になります 。この 数字が正し いかどうかは 別にし
て、増えていることは間違いない。
先ほど見ていた だいた医療費 の平成16年度 からの伸び、 これが全て 医薬分業のせ いとは
申しませんが、それも影響していることは間違いないと考えております 。
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問題は、コストに見合う効果があったかという観点だと思います。
薬局の求められ る機能とある べき姿につい て、厚生労働 省の研究事 業でまとめら れたも
のでございます。 ６項目挙がっ ております。 それぞれの項 目について 現状はどうな のだろ
うかということを項目別に次のシートから見ていただければと思ってお ります。
まず、医療の担 い手としての 役割。医療機 関等と連携し てチーム医 療を積極的に 取り組
むことが１つの機能と考えられます。研究班でも指摘をしております。
下の図は中医協 の資料でござ いますけれど も、医師が病 院と保険薬 局との連携を 必要と
感じているという ことは、逆に 言うと、今の ところ連携が 十分ではな いということ の裏返
しでございます。
先ほど厚労省の 資料の中に薬 剤師が処方箋 の問い合わせ を医療機関 に対して行っ た率が
5.4パーセントだと いう数字が出 ていたと思 いますけれど も、仮に全処 方箋の5.4パ ーセン
トだとすると 、年間4,300 万枚になるわ けですが 、これが十 分かどうか はなかなか意 見の分
かれるところでご ざいますが、 私どもの感じ としてはまだ 不十分。我 々としては、 患者の
立場に立って医療 機関と調整す ることを調剤 薬局に期待し ているわけ ですが、それ はまだ
不十分だと考えております。
なお、チーム医 療につきまし ては、特に病 棟の薬剤師の 機能を評価 するというこ とを24
年度の診療報酬改 定で実行いた しまして、こ れはそれなり に効果が上 がっていると ころだ
と認識しております。
次は在宅医療で 地域における 医薬品等の供 給体制や適切 な服薬支援 を行う体制の 確保・
充実に取り組まれているかということでございます。
一番下に在宅患 者訪問薬剤管 理指導の実施 薬局数が出て おりますけれ ども、9.5パ ーセン
ト。これはかなり低いと私どもは考えております。
その次は後発医 薬品の使用促 進や残薬解消 といった医療 の効率化と いう話でござ います。
これは調剤薬局 で後発医薬品 を数量ベース でどれぐらい 調剤してい るかを率で分 けたも
のでございますが 、赤で囲んだ5 5パーセント 以上65パーセ ント未満が2 6年９月時点 で27.1
パーセント、65パ ーセント以上 が32.3パーセ ントというこ とで、60パ ーセントぐら いがも
う既に国の目標レ ベルを達成し ているように 見えますけれ ども、私ど もの問題意識 は、実
は、後発医薬品の 調剤割合が加 算がとれる水 準まで達する と途端に伸 びが鈍化する 傾向に
あり、こうした点 を危惧してお ります。もう 少し積極的に 取り組むべ きだと考えて おりま
す。
最後に地域に密 着した健康情 報の拠点とい うことで、枠 の外に書いて おりますけれ ども、
OTC、健康食品、衛生材料の提 供を入り口 に、健康相談、栄養相談、医 薬品の効果や 副作用
のフォローなどの 拠点として期 待しているの ですが、残念 ながらまだ そういう期待 に応え
ていないという感じがしております。
全体で申し上げ ますと、コス トがかなり上 がっている一 方、それに 見合うだけの 期待さ
れる調剤薬局の機 能がまだ十分 ではないと私 どもは考えて おります。 少し時間をか ける必
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要はあるかもしれ ませんが、あ るべき方向に 向かって調剤 薬局側にも 努力を期待す るとこ
ろでございます。
最後にその他の課題として挙げさせていただきました。
１つはチェーン 薬局の問題で ございます。 先ほど今村副 会長からも 門前薬局の話 が出ま
したけれども、そ の多くはチェ ーン薬局とい うこともござ います。大 手チェーン店 の薬剤
服用歴管理指導料の問題についてもマスコミ等で取り上げられたところ でございま す。
（２）が本日の テーマである 構造的な独立 性に関わる問 題でござい ますけれども 、患者
がかかりつけ薬局 を持つことは 重要で、医療 機関による特 定の保険薬 局への指定及 び指定
に伴う利益供与は 禁止されてい るはずでござ いますが、仄 聞するに、 一部違反があ るので
はないかと疑われ るケースもご ざいます。保 険薬局の構造 上の独立性 の確保という ことに
ついて、私は、こ うした医療機 関と保険薬局 のいわゆる癒 着を生まな い仕組みが担 保され
なければ、安易に変えてはいけない規則だと考えております。
時間が過ぎてし まいましたの で、最後のペ ージは後ほど 御高覧いた だければ幸い でござ
います。
御清聴大変ありがとうございました。
○岡議長

ありがとうございました。

続きまして、日本薬剤師会の森副会長から御説明をお願いいたします 。
○森副会長

ただいま御紹介いただきました日本薬剤師会の森でございます。

今日はこのような機会をいただきまして、ありがとうございました。
今日、私の方から お話させてい ただく内容 ですけれども、改めて医薬 分業とは何な のか。
今も分業のメリッ トがなかなか 見えないとい うお話があり ました。医 薬分業のメリ ット、
薬剤師業務の評価を中心にお話をさせていただきたいと思っております 。
時間が限られておりますので、早速始めさせていただきます。
まず、医薬分業 （制度）につ いてなのです けれども、医 薬分業の始 まりは13世紀 までさ
かのぼります。13 世紀、神聖ロ ーマ皇帝のフ リードリッヒ ２世が自分 に処方された 薬を第
三者に確認させた のが医薬分業 の始まりと言 われておりま す。医薬分 業は既にヨー ロッパ
では定着しており、800年の歴史があります。
処方と調剤を分 離し、独立し た組織におけ る専門職。医 師と薬剤師 が処方を二重 に確認
することにより、薬 物療法におけ る安全性の 確保と質の向 上を目的とし たものになり ます。
そのため、利便性 よりも安全性 を重視し、薬 剤師には薬剤 師法第24条 で疑義照会の 義務が
課されております 。こうした医 薬分業を適切 に機能させる ために薬局 は医療機関か ら経済
的、構造的、機能的の３つの要素で完全に独立することが不可欠になり ます。
医薬分業（制度 ）における薬 剤師の使命で すけれども、 地域で必要 な医薬品。こ れは一
般用医薬品も含ま れます。医療 用医薬品、一 般用医薬品、 衛生材料。 そういうもの を一元
的に供給・管理す ること。その ためにいわゆ るマンツーマ ン分業では なくて、幅広 い医療
機関から処方箋を 受ける面分業 、そしてかか りつけ薬局、 薬剤師の普 及促進に取り 組んで
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まいりました。
こちらが医薬分 業、薬剤師に 関わる主な歴 史ですけれど も、今日は 時間の関係も ありま
すので、飛ばさせ ていただきま すが、明治７ 年に医薬分業 を明確に示 した最初の法 律、医
制が公布されまし た。それから 平成24年、６ 年制の薬剤師 が卒業する までの主な歴 史が記
載してありますので、後で御覧いただければと思います。
先ほどもござい ましたけれど も、平成15年 当時、処方箋 の受取率、 いわゆる医薬 分業率
が15パーセントだ ったものが、 平成25年には 67パーセント 。直近の数 字では70パー セント
近くになっております。
そうした処方箋 の受取率も変 化をしました けれども、薬 局における 調剤業務も大 きく変
化をしております 。現在、第五 世代から第六 世代に向かっ ていると言 われておりま す。第
五世代では、それ までの調剤業 務に加えて、 後発医薬品の 調剤、在宅 調剤、在宅医 療への
取組、モニタリン グ、薬剤を交 付した後、そ の後の経過を モニタリン グ、医薬連携 、薬薬
連携はもちろんですけれども、他職種連携など、大きく業務が変化をし ております 。
そうした調剤の 概念ですけれ ども、調剤の 概念とは、診 断に基づい て指示された 薬物療
法を薬剤師が専門 性を生かして 、個々の患者 にとって最適 になるよう に確認をして 行うこ
と。そして、その 後の経過の観 察や結果の確 認を行い、医 師や患者に その内容を伝 達する
ことまで含むと調剤指針では定義をされております。
これが今の調剤 の概念を図に 分かりやすく したものなの で、時間の 関係もあり、 こちら
は後で御覧いただければと思っております。
そうした調剤業務により得られる効果を幾つか御紹介させていただき ます。
まずは、処方監 査、疑義照会 による安全性 、有効性の確 保です。薬 剤師がその専 門性を
生かして処方内容を確認することにより、安全性、有効性の確保を行う ことができ ます。
服薬支援ですが 、錠剤が苦手 であったり、 高齢化社会を 迎えて錠剤 を飲めない患 者さん
がいます。また、 多くの薬が投 与されていた り、複数の医 療機関を受 診されている 患者さ
んもいます。そう したときに薬 剤師は、製剤 上の特性を判 断した上で 個々の患者に とって
最適になるように 、例えば錠剤 をつぶしたり 、数が多い患 者さんには １回ごとに服 用する
薬を一袋にまとめ たり、そのよ うな服薬支援 を行って、患 者さんがき ちんと、そし て飲み
やすくなるように調製を行います。
また、残薬管理 による医療保 険財政への貢 献、後発医薬 品の使用促 進による医療 保険財
政の貢献などがあります。
具体的に少し御紹介させていただきたいと思います。
日本薬剤師会で は、平成10年 から疑義照会 の実態調査を 行っており ます。疑義照 会の発
生割合ですけれど も、先ほど５ パーセントと いう話があっ たのですが 、日本薬剤師 会が調
査した中では、約３パ ーセントの処 方箋。100枚の処方 箋を受け付 けて、３枚の処方 箋で疑
義照会を行い、そ のうち３分の ２が処方変更 になっている との結果が 出ています。 これを
年間の処方箋枚数 に推定します と、約2 ,100万枚の処 方箋で疑義 照会が行われ 、その うち約
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1,600万枚で処方変更が行われていることになります。
具体的な疑義の 内容ですけれ ども、薬の用 法・用量に関 わることや 、例えば安全 性上の
疑義として、他の 医療機関から 出ているお薬 との重複投与 。同じよう なお薬が出て いるこ
と。相互作用が問 題になること 。また、患者 禁忌としては 、例えば緑 内障の患者さ んに抗
コリン作用のある お薬。これは例 えば風邪薬、胃薬に入って いる場合が ありますけれ ども、
そういう患者禁忌 のお薬が出て いること。一 般用医薬品と 医療用医薬 品の飲み合わ せなど
もあります。また 、最近増えて きたのは、薬 と薬という視 点ではなく て、例えば薬 と患者
さんの生活、職業、介護、看護状況、そういうものからの疑義も増えて きました。
そうし た中 、疑義 照会に 伴う薬 剤費の 節減 効果で すけれ ども、 疑義照 会１ 件当た り500
円の節減効果があ るという調査 結果も出てお ります。その うち、残薬に 関するもので すが、
１件当たり約1,600 円。相互作用 に関するも のが１件当た り約2,000円 の削減効果が ありま
す。年間82億円の削減効果があるとの結果も出ております。
また、残薬確認 整理の例です けれども、こ の患者さんは ２つの医療 機関から11種 類のお
薬が出ていて、上 にありますよ うに、訪問し たとき薬がき ちんと飲め る状態ではあ りませ
んでした。薬剤師 が下にあるよ うに整理をし た結果、きち んと飲める ようになって おりま
す。
患者さんにあわせてこのように様々な方法で残薬の管理をやった結果 。
こちらは残薬調 査の結果なの ですが、過去 １年以内に最 も残薬が発 見されたとき に比べ
て、調査日の残薬を確認した結果、約2,000円残薬が減っていたとの効 果があります 。
また、後発医薬 品の普及促進 ですけれども 、これは厚労 省の方から もありました が、後
発医薬品を進める 上で一番大切 なことは、患 者さんへ理解 を促すこと です。約70パ ーセン
トが薬剤師の説明がきっかけで後発品へ変更となっております。
もう一つ重要な ことは、後発品の 備蓄体制で、現在、薬 局では約200 品目の後発品 を備蓄
して、いつでも後発品に変えられる体制で業務に取り組んでおります。
もう一つなので すけれども、 こちらが医薬 分業による薬 剤費の削減 効果というこ とで、
今の分業率と１日 当たりの内服 薬剤費の関係 から、仮に100 パーセント 処方箋が発行 された
ときと、分業率が ０パーセント のときで比べ たときに、１ 日当たり薬 剤料が27パー セント
削減できるとの調査研究も出ております。
最後、２枚になります。
こうした中、今 後の私たち薬 剤師の今後の 取組ですけれ ども、今、 医療が、医療 機関完
結から地域完結へ 、そしてチー ム医療へ移っ ております。 こちらが平 成22年、厚生 労働省
のチーム医療の推 進に関する検 討会の報告書 からの抜粋で すが、その 中で、現行制 度のも
と、今の薬剤師の 活用を促すべ き業務、６年 制の薬剤師が 出ることに よってさらに 役割を
拡大する業務が示されています。
こういう業務に 取り組みつつ 、地域包括ケ アシステムの 中で調剤は もちろん、在 宅医療
への参画、一般用 医薬品等の適 正な使用に関 する助言や健 康に関する 相談、情報提 供など
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規制改革会議「公開ディスカッション」議事録

を積極的に行い、 かかりつけ医 を中心とした 他職種連携の 中で地域に 密着した薬局 として
国民の健康に貢献 していきたい と思っていま す。そのため には面分業 の推進、かか りつけ
薬局、薬剤師の普及促進が必要で、そのための施策をお願いしたいと思 っておりま す。
時間が超過して申し訳ございませんでした。
○岡議長

ありがとうございました。

続きまして、有識者の方からの御発表をお願いいたします。
最初に、東京医科歯科大学大学院の川渕教授から７分でお願いいたし ます。
○川渕教授

ただ いま御紹介い ただきました 川渕でありま す。私は国 民の目線で申 し上げ

ます。
私は売れない本 を書くのが趣 味でありまし て『 見える化

医療 経済学入門』とい うこと

で、今日は見せる 化であります が、なかなか うまく見せら れないと思 いますが、お つき合
いください。 今日 申し上げるこ とは、21世紀 政策研究所が 出しました 報告書にあり ます。
150ページからなり ますが、３ペ ージ読んで いただきます と快眠できま す。というこ とで、
笑いを取っても仕様がないのでありますが、真面目な話であります。
今日の論点は２点ございます。
私も、先ほ ど売れない 本と言いまし たけれども 、15年前 に書きました 本の中に一体 全体、
『日本の医薬分業 は本当に患者 のためになっ ているのか？ 』という章 がありました 。15年
前でありますので 、先ほど今村 先生が少しお っしゃいまし たが、いわ ゆる院内薬局 の制度
化ということにつ いて申し上げ まして、門前 薬局というの が非常に多い わけでありま すが、
一方で、院内薬局 も良いのでは ないかと思い まして、そう しますと、 今日の御懸念 の３つ
の独立性、１つは 経済的独立性 、もう一つは 機能的独立性 であります が、何と言っ ても、
物理的独立性をどう担保するかがポイントかと思います。
物理的独立性は どう考えるか でありますが 、また自分の 本でありま すけれども、1 994年
の本がありまして 『明日のグル ープ診療』と いう中に、経 営の視点か ら見た独立性 という
話がありますが、 結局、皆さん どれだと良い と思いますか 。例えばグ ループ診療が 今、は
やっておりますが 、商業 店舗があって 、薬局 があって 、Ａ診療所 があって 、事務所が ある。
これはOKだそうで あります。次 に診療所が３ つあって、薬 局が１つあ る。それで、 入り口
が２つあるのです 。これがポイ ントでありま すけれども、 これも物理 的独立性が担 保され
ているとされてお ります。３つ 目がこれであ ります。診療 所が３つあ って、入り口 が１つ
しかない。実質的 にはＡ診療所 と薬局の入り 口は同じだと いうところ でありまして 、これ
は駄目だそうであります。
駄目だそうであ りますと言っ たのは、ある 県では良いの ですが、ある 県では駄目だ とか、
結構いろいろな、 今日は規制改 革の先生方の 前であります けれども、 各種各様とい うのが
今の実態であります。
結局、私自 身は「 一物一価 」になって いる薬局の 、特に今 日は調剤基 本料というこ とで、
薬剤師さんの技術 料の話が出て おりますけれ ども、これが 果たして国 民目線から見 て良い
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のかどうか。メリットがあったのかどうかというところが論点ではない かと思いま す。
詳しくは私の本 を読んでいた だきたいので すけれども、 今日は時間 がないので、 るる各
先生方が説明され ましたので、 私が一番言い たいのは、普 通は七不思 議なのですが 、八不
思議ならず、九不 思議になって しまいまして 、そもそも論 から言いま すと、医薬分 業は本
当に何のためにや ったのか。今 、薬剤師会の 森先生から話 がありまし たけれども、 私は13
世紀はよく分かり ませんが、も ともとは江戸 時代から薬師 ができた、 薬剤師さんの 前に薬
師、薬を出してお られた。その 方々が薬剤師 に調剤をお譲 りしたとい うか、独立さ せて、
チェック機能が働 いていること が前提であり ますけれども 、働いたか どうか。私は 医療経
済学者なので、果 たして医療費 が減ったのか 。薬剤費が減 ったのかと いうことで、 今の森
先生の話ですと一 定の効果があ ったという話 がありますが 、白川さん の話だと結構 、薬剤
費が増えているのではないか。特に調剤医薬料ですね。
１番から、ずっ と８番まで打 ちましたけれ ども、結局、 国民から見 て、お金の話 はとも
あれ、待ち時間は 減ったのかな とか、あるい は薬に対する 説明の充実 があったのか 。私の
行っている薬局は ポイントカー ドがあるわけ でありますけ れども、ポ イントカード を付与
して良いのかどう か。これは一 物一価なので どうかと思い ますが、メ リットとして はある
のではないか。
重複投与の発見 とか、飲み残 しの削減、疑 義照会という ことで、や はり薬の専門 家であ
る薬剤師さんが、 先生、この薬 はどうですか 、ちょっと量 が多いので はないかとか 、薬に
よってはグレープ フルーツジュ ースと一緒に 飲んではいけ ない薬もあ るそうであり まして、
そういうところについても、私は文系なのでよく分かりません。
どうして同じ薬 を調剤して、 院内処方より も院外処方は 高くなるの か。これは今 、各先
生が説明されました。
ちょっとこれは 誤植があるの ですけれども 、「薬剤服用 歴管理指導料 」です。「薬 歴管理
指導料」ではな くて、服 用歴を管理す る。先日 、大きな新 聞社がスクー プしていまし たが、
「410点」ではな く「41点」です。その ほかに、先 ほど御案内し ました、こ れも「41点 」で
ありますけれども 、調剤基本料 、薬剤師さん の技術料もあ る。技術料 はこっちなの かなと
思ったら、これは何 なのかという ことで、これ は薬のカルテ を書くこと だと思うので すが、
よく分かりませんが、なぜこの41点が２つもあるのか。
一物一価と言い ましたけれど も、やはり薬 局によって実 は、調剤基 本料が違うの です。
これを話しますと ７分で終わり ませんが、実 は、先日の診 療報酬改定 で、ベースは4 1点で
ありますけれども、い わゆる門前薬 局というので すか、処方箋が4, 000枚を超え、か つ集中
率が７割を超えた 薬局に加え 、2,500万 枚を超え 、かつ９割 を超える薬 局はますます 高くな
るわけであります。
そういうことを 言い出すとき りがないので 、時間があと １分しかな いのですが、 結局、
後発品が出ていな いのに、これ も誤植があり ます「後発医 薬品調剤体 制加算」が請 求され
るのはどうしてか。
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株式会社の参入 を認めている のに、規模の 経済が追求で きるはずな のに、真の競 争がな
いのはどうしてか。
先ほど明治時代 の話がありま したけれども 、処方箋１日 40枚に薬剤 師１人という 基準で
やっていますが、 これは戦後の 話であります が、こういう 時代後れの ものをまだや ってい
るのか。
基本的には、厚労省の方 に申し上げた いのは、いわゆる薬剤 師の供給数 、出店スピ ード、
先ほど８億枚とお っしゃいまし たが、処方箋 枚数、厳格な 薬歴管理、2 4時間対応で きる薬
局の整合性をとっていただきたいというところが話であります。
８つの提言とまとめました。
一番言いたいの は、Value for Moneyがあ るのかどうか 。6.7兆円の 薬剤費の中で ４分の
１が調剤基本であ りまして、こ れがこれまで は余りかから なかったの ですけれども 、果た
してValue for Moneyがあるのかどうかを考えていく必要があるのではないか。
１から７につい ては、後でま たディスカッ ションがある と思います ので、るる説 明した
いと思います。
以上であります。
○岡議長

ありがとうございました。

続きまして、日本在宅薬学会の狭間理事長から御説明いただきます。
○狭間理事長

こんにちは。今日はこのような機会をありがとうございます。

私は、少しプロ フィールが変 わっておりま して、もとも と大学を出 て医師をして おりま
した。森下先生に 習った口でご ざいます。そ の後は呼吸器 外科をやっ ておりまして 、土屋
先生にも習った口 であります。 会場に来て非 常にびっくり しました。 ただ、実家が 薬局で
ございまして、そ の薬局の継承 をいたしまし たが、今日の 議論の内容 は私が10年前 に呼吸
器外科の専門医を とった後、学 位をいただい た後、これは おかしいと 思った内容と 全く同
じであります。今 日は、私の持 ち時間の中で 在宅のところ で少し、今 、私も診療を してお
りますので、思っていることをお話したいと思います。
今日、これから いろいろな議 論がなされる と思いますけ れども、私 自身が感じて いた、
後で気がついた誤 解、薬剤師の 仕事は何なの かということ と、薬剤師 の専門性は物 と情報
にあるのかという こと。そして 、今、いろい ろ語られてい るのは６年 制になったこ ともあ
るのですけれども 、薬剤師の職 能拡大にある のか。これが いずれも私 にとっては誤 解であ
りました。このことを今日、申し上げて議論に役立てていただきたいと 思います。
日本病院薬剤師 会の土屋先生 のお話で対物 業務というお 話をお聞き したときに非 常に腑
に落ちたことがありました。
スライドにまと めましたけれ ども、薬剤師 の仕事は一体 何なのか。 物と情報だけ である
ならば対物業務で ありますが、 でも、医療と いうものは対 人業務であ ります。それ ぞれ区
分けをしていくと 、薬剤師さん はまず、患者 さんに会って 、物を準備 して、薬剤師 は診て
いくことになるわ けですが、今 は物を渡すと ころが仕事だ とすると、 記録のところ に書き
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ましたけれども、 土屋先生のお 言葉をかりれ ば、物が正し さを証明し ている。記録 という
ものは日記のよう になるわけで すが、でも、医 師のカルテは そうではな いわけであり ます。
この基本的な問 題は、薬剤師 の物と情報と いう専門性。 これは30年 前と随分変わ ってお
ります。物を手に 入れるのであ るならばイン ターネット通 販が一番便 利ですし、情 報だけ
だったらインター ネットが一番 良いわけです 。しかもこれ がユビキタ スになってい るわけ
です。その中で薬 剤師はやはり 対物ではなく て、対人にな っていくこ とが大事だと 思いま
す。
このような変化 が可能かとい ったときに、 教育課程の変 化が大きい と思っていま す。高
校生が大学で勉強 して、専門職 になる。これ は医師も同じ ですけれど も、そのブラ ックボ
ックスが変わった ということは 違うプロダク トができてい るはずです 。ということ は、薬
剤師は今までと違う専門性若しくは対人業務の中でもそういったことを やっていく 。
参考資料のとこ ろにも私は幾 つか条文をつ けましたけれ ども、薬剤 師さんの仕事 は、実
は、対物のみでは なくて、もと もとそうでは なかったので すが、対人 のところに行 ってい
る。それは法的にも担保されていると思います。
もう一つ、薬剤 師さんにとっ て非常に大き な問題は学部 で学んでい ること。これ は非常
に専門性の高いこ とを学んでい るのですけれ ども、それが 薬剤師さん の物を渡すま での仕
事のところでなか なか使えない。はっきり言 うと、全く使う ところがな いということ です。
クロスしないので す。接するだ けです。薬を 飲む前か後か 。薬剤師さ んは、薬が体 内投与
された後、どうな るかを薬学で 学んで国家試 験を受けるわ けですけれ ども、それを 通って
出た後、たとえそ れが抗がん剤 であっても、 麻薬であって も、患者さ んの体に入る 前に患
者の前からいなく なる。物を準 備して、これ は何の薬だと いうことを 説明する。こ れだと
薬剤師さんは自分 の専門性に迷 うはずです。 医師を初めと する他の医 療従事者や患 者、そ
の家族も、この人たちは一体何の専門家なのかが分かりにくい。
この業務に対す るオーバーエ スティメーシ ョンではない かという議 論が今回挙が ってい
るのではないかと思います。
３つ目に、薬剤 師さんは頑張 っていますよ というお話を するのかな と私も思って きたわ
けですけれども、それは誤解でした。
これは医師とし ての問題です けれども、こ の国では非常 に大きな問 題があります 。それ
は他剤併用という 問題です。ポ リファーマシ ーと言われま すけれども 、それは薬が 多いだ
けでなく、それに 対するネガテ ィブな面も出 ている。これ をポリファ ーマシーと言 うそう
です。これは以前 、中医協のデ ータにもなっ たと思うので すが、薬は 使えば使うほ ど有害
事象が出てくる。 ただ、ゼロと いうわけにい きませんので 、データを 見ると、５と ６の間
にギャップがある から、できれ ば高齢者につ いては５剤以 下にしよう というのがレ コメン
デーションであります。
私の患者さんを 見てみると、 実は結構使っ ておりました 。５剤がこ こになります ので、
かなりの薬を私自身が60名の患者さんに渡していたことになります。
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これは何とかし たいと思いま して、私の往 診は月２回な のですけれ ども、そこに 薬剤師
を同行させて、５ 年ほど続けて おりました。 その中で、こ の４月から 薬剤師さんに 単独で
行ってくれと。そ れは、行った 後の情報を薬 剤師自身が見 て、医師に 説明するよう にとい
うことにしました。
医師と看護師だ けでなくて、 薬剤師が間に 入る。言うこ とは３つで す。ずっと使 い続け
る薬はないですよ 。80歳35キロ 、35歳80キロ は違います。 この量はこ の人にとって 多いの
ではないですか。 先生が新たな 疾患だと言っ ている病気は 副作用なの ではないです かとい
うことを私が処方を書く前に言ってくれということを言いました。
そうしますと、 １人当たりの 医薬品数は有 意差をもって ４か月で下 がりました。 ４剤と
いうところに来ました。
一つ一つを見て みると、赤か ら緑へという ことです。５ 剤がここに なりますから 、これ
は患者さんにとっ ては一つ良い 方向へ進んだ のかなと思い ます。これ は薬剤師の職 能では
なくて、新しい治療の戦略なわけです。
添付資料のとこ ろにつけまし たけれども、 薬剤師さんに ジェネリッ クのところも 携わっ
てもらいました。 そうすると、 薬が減って、 ジェネリック が増えます ので、１人当 たりの
薬剤費は１万9,000円から１万5,000円に下がりました。
60名で見てみる と、118万円か ら91万円。 今、私以外の 医師も含めて 、我々は1,30 0名を
診ておりますので、年間で6,000万円から7,000万円ぐらいの薬品軽減が できている 。
これは参考資料 の後ろの方に つけています けれども、実 は、入院が 減っています 。施設
長と話をしていた ときに入院が 減っていると 。それは現病 の悪化、肺 炎、骨折。現 病の悪
化は飲めないこと です。肺炎は 薬の副作用で むせてしまう ことです。 骨折は睡眠薬 の効き
過ぎです。
すなわち、そう いうことを見 てみると、薬 剤師さんの仕 事は、恐ら く今日も語ら れてき
たものは、点線のところの業務をいかにどうするかということになりま す。
添付資料の２枚 目にロボット の３要件とい うものを出し ています。 こことは関係 ない話
ですが、センスし て、プロセス して、アクシ ョンする。こ れは正にロ ボットでも可 能な仕
事であります。今 の業務がどう かは別として です。薬剤師 さんの仕事 も、若しくは 場合に
よっては医師の仕 事もこのよう になりがちな 危険がありま す。そうな ってくると、 機械が
していくのが昨今 の流れであり ますが、昨今 の機械化の流 れは、そこ が機械が担え るよう
になってできた時間を薬剤師さんは違う方向へ行く。
そうしますと、 私が今、想像 しているのは 、医師と薬剤 師が連携し て走り出すわ けです
が、最初のところ は医師がやり ます。診断と 呼ばれるとこ ろですけれ ども、薬剤師 さんは
いろいろなデータ を見ながら患 者を診ていく 。そして、医 師が訪問せ ずとも、薬剤 師のみ
で患者さんを診ていく時期が多少増えていくのではないかということを 考えており ます。
先ほどのグラフ で言いますと 、青のところ を我々が行か なくなる。 そのかわり、 薬剤師
さんが週１回で入 る。これは医政 局長通知、22 年４月30日の 分をつけて おりますけれ ども、
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その中で恐らく分 割調剤等々を 使いながら可 能なスキルで ある。そう すると、私は 青のと
ころでもう１セッ ト、診療スキ ームが組めま すので、もっ と倍の患者 さんを診るこ とがで
きるはずです。
先ほども書きま したけれども 、薬剤師さん はこの国に15 万人います 。開業医が10 万人の
国で、薬局が５万5,000 件あります。コン ビニが５万件 のところで す。そういう社会 的リソ
ースをどう使うのかが重要だと思います。
薬剤師さんの仕 事は、機械的 作業ではなく 、出た後のこ とを診るこ とです。薬を 服用し
た後の専門家であ ります。そし て今日、私が お話したもの は、薬剤師 の職能が変わ ってい
るという話ではなくて、新しい治療の戦略だと思います。
最後に１点だけ 、薬剤師さん がこういうこ とをしようと すると、様 々な活動をし ていか
なければなりませ ん。その中で 、薬剤師さん が今、やって いる仕事の 中で本当に薬 剤師し
かできない仕事と そうでないも のを、薬剤師 がきちっとや りながらや っていく。そ ういっ
たところも考えていかなければならないのではないかと思います。
以上です。
御清聴ありがとうございました。
○岡議長

ありがとうございました。

それでは、これか らの意見交換 のセッショ ンは、長谷川委 員に進行を お願いいたし ます。
よろしくお願いいたします。
○長谷川委員

ありがとうございます。長谷川です。

それでは、早速、意見交換に入りたいと思います。
まずは、冒頭の ところで論点 になった医療 機関と薬局の 構造的な一 体性が求めら れるの
かどうかという点について、まず、議論を重ねていきたいと思います。
まず、我々規制 改革会議の健 康・医療ワー キング・グル ープの座長 でいらっしゃ います
翁委員から冒頭の発言をお願いいたします。
○翁委員

翁でございます。

今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。
構造上の問題に つきましては 、川渕先生の 方から、経済 的、機能的 独立性をきち んと担
保した形であれば 薬局を病院内 に開設するこ とを認めては どうかとい う御提案もい ただい
ております。在庫 にとらわれな い処方や薬剤 師による薬の チェックを 効果的に行う といっ
た形で、医療の質 を向上させて いくためには 、医療機関と 薬局の経営 が独立してい ること
は重要だと思っております。
そういった経営 の独立性を医 療機関や薬局 が御努力いた だくという ことであれば 、患者
の視点に立てば、 構造が物理的 に離れている 必要はないの ではないか と思います。 こうい
った門内薬局につ いてどう考え るかというこ とを議論して いきたいと思 うのですが、まず、
日本薬剤師会の森 様からお話を 伺いたいのと 、日本医師会 の今村先生 からも最初に コメン
トがございました けれども、この 点について どうお考えか お話をお伺い したいと思い ます。
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よろしくお願いいたします。
○森副会長

ありがとうございます。

私どもの考えと しては、分業 の目的、先ほ どお話をさせ ていただき ました安全性 の確保
をすること、そし て質の向上を 目的としたも のになります 。仮に医療 機関と一体的 な構造
になるということ は、機能的に 特定の医療機 関のものにな ってしまう と思います。 それは
医薬分業の目的か らするとどう なのだろう。 やはり１人の 患者さんの 薬物治療を一 元的に
全人的に管理する 。そうしたと きにマンツー マンの関係で はなくて、 幅広い医療機 関から
の処方箋を受けて 管理するとい う点を考える と、やはり面 分業を進め る、かかりつ け薬局
を進めるのが国民のためではないかと思っております。
○長谷川委員

それでは、引き続き。

○今村副会長

私 の考え方は、 基本的にプレ ゼンのときに も申し上げ ましたけれど も、あ

えて追加させてい ただくと、今 の高齢者の方 たちは医療機 関を非常に 多数受診され ている
方たちがいらっし ゃる。本来だ ったら、今、 正しく森先生 がおっしゃ ったように、 かかり
つけ薬局を持って 、そこで一元 的に処方して 、薬歴の管理 も含めて健 康相談に乗る のが原
則だと思いますが 、実際は、国 民がそういう 仕組みをよく 理解しない まま、利便性 だけを
考えて医療機関の 近くの薬局で と、何カ所も 薬局を回って おられるな どという方を 私もた
くさん経験しています。
ですから、例え ば先ほど例示 に病院を出し ましたけれど も、１カ所 、地域によっ て基幹
病院が１つしかな くて、そして 、敷地内に病 院がある。そ こにあえて 隔壁を設ける 必要な
ど全くないのだと 思っています 。あるいは院 内にあっても 経営が独立 していて、そ の薬局
だけがかかりつけ 薬局として機 能するのであ れば別に構わ ないと思っ ていますが、 そうで
はなくて、患者さ んが多数の医 療機関を利用 されるという 、都心部で よくありがち なケー
スですが、そうい った場合には かかりつけ医 を持っていた だく。その ためには、制 度がど
うなっているかを よく国民に知 っていただく ことが大前提 ではないか と思っていま す。そ
うでないと、森先 生が危惧され るように、あ たかもそこの 薬局に決め られてしまう 。選択
肢はあると言いつ つも、実際は 選択がないと いうことにな ってしまい ます。その辺 はあえ
て補足として申し上げておきます。
○長谷川委員

厚生労働省にも見解をお伺いしたいのですが。

○厚生労働省（成田審議官）

厚生労働省でございます。

いろいろお話をどうもありがとうございました。
私どもは、薬局 につきまして 、薬剤師につ きましては、 医薬分業を 進めさせてい ただい
ているわけでござ いますけれど も、医薬分業 のメリットは、最初に申し 上げましたよ うに、
まず、ダブルチェ ックをさせて いただく。医 師と薬剤師が 専門性を分 担していただ くよう
なこと。重複のチェックとか、残薬のチェックとか、いろいろございま す。
いろいろ御指摘 がございまし たけれども、 私どもは、御 指摘のあっ たように面分 業、か
かりつけ薬局が本 来の医薬分業 の姿だと思っ ておりまして 、そのため の施策を進め させて
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いただきたいと思っているところでございます。
かかりつけ薬局 というとちょ っと分かりに くいかもしれ ませんが、 例えば患者さ んに１
つの薬局に行って いただいて、 そこで患者さ んの薬を全部 チェックし ていただいて 、重複
でありますとか、 相互作用であ りますとか、 多量投薬であ りますとか 、飲み残しで ありま
すとか、副作用の 確認をしてい ただく。さら に安全性等を 継続的にチ ェックするこ とがで
きることが必要ではないかと思っております。
病院内あるいは 医療機関内に 薬局を置くこ とになります と、いろい ろ御指摘がご ざいま
したけれども、そ こに結局、医 療機関からの 処方箋が誘導 されること になりますの で、い
わゆる門前薬局と 言われるとこ ろに御批判が ございました が、そこを 助長すること になり
かねないのではな いかと懸念し ております。 ですので、そ の意味で、 かかりつけ薬 局ある
いは面分業を進め ることでそう いうことを回 避できないの かと思って いるところで ござい
ます。施設の近く もございます し、当然、御 自宅の近くも あるでしょ うし、通勤途 中もご
ざいますでしょう し、そういう 意味で、面分 業あるいはか かりつけ薬 局を推進させ ていた
だきたいということで施策を進めさせていただいております。
○長谷川委員

いかがですか。

では、森下先生、どうぞ。
○森下委員

私は 厚生労働省さ んにお聞きし たいのですけ れども、先 ほどの話を聞 いてい

ると、門前薬局は 非常にまずい のではないか という話が出 ていますが 、一方で、こ れは私
自身の経験で、私 が薬をもらい に行くときに 、新しい薬だ と普通に調 剤薬局にない ケース
も非常に多いので す。今、医薬 品が非常に増 えているので 、在庫を十 分に置いてい ない薬
局も多い。私は実 際の経験で、1 0カ所回って １つもなくて 、最終的に 阪大病院の門 前薬局
で初めて見つけた。結構、患者さ んでもそうい う経験をされ ている方は 非常に多いの です。
取り寄せたらどう かと言います けれども、３ 日間たって取 り寄せて、 その後行かな かった
らもう一回、在庫 が出るから取 り寄せられな いのだという 説明をされ た方もいっぱ いいら
っしゃるのです。
その意味では、 専門性が増し ている中で、 どうしても新 しい医薬品 をとらなけれ ばいけ
ないというケース の場合、院内 薬局が便利だ というのは本 当にあると 思うのです。 患者さ
んに関しましても 、高熱の方と いうのがあり ましたけれど も、私の患 者さんも車い すが非
常に多いのです。 そういう方が 大きい道路を 渡って、前の 薬局に行け るのか。これ は現実
的には非常に難し い。介護の人 も必要になり ます。物理的 な問題だけ で、そこを患 者さん
に不利益を強要するのはちょっとおかしいのではないか。
もう一点は、院 内にあったら 独自性が脅か されるのでは ないかとい う点にも疑問 があり
ます。現在、阪大 病院であれば 院内にローソ ンもあります し、スター バックスもあ る。で
は、ローソンやス ターバックス を阪大は経営 しているのか 。これは当 然そうではな いわけ
です。例えば阪大 の中にスギ薬 局ができて、 それを阪大が 経営してい るかというと 、その
ようなことを思う 人は誰もいな いわけです。 そういう意味 では、院内 にあるからこ れはす
46
規制改革会議「公開ディスカッション」議事録

なわち経営がおかしいというものではないと思うのです。
医薬分業自体の 功績は非常に 大きいと思っ て、私自身も 正直、問い 合わせが多く て、間
違いをやってしま ったなという ケースが結構 あって、実際 に医薬分業 できているメ リット
は非常に感じます。今、言われて いるような大 前提の話とし ての経営の 独立性であっ たり、
誘導しないという のは、当然だ と思います。 これは当然、 皆さんが言 われている話 で、納
得されている上の お話で、患者 さんにとって どういう利便 性を上げる のか。ここは もうち
ょっと真剣に考え ないと、余り 建前論だけに 終始しても、 正直、患者 さんにとって メリッ
トがないのではな いか。非常に お年寄りの方 が多くて、し かも、車い すで来られる と介護
の方も大変です。 そういう状況 の中で来られ る方が多い。 この辺りを もう少し真面 目に考
えてもらった方が 良いのかなと 思っています 。建前だけで 、病院内に あるから経営 が一緒
だというのは、現 在の状況をあ わせると、そ れは実態に即 していない と思うので、 実態に
即した議論をお願いしたいと思います。
○長谷川委員

では、厚生労働省、お願いします。

○厚生労働省（吉田審議官）

厚生労働省です。

今、森下先生から数点御指摘をいただきました。
まず、先生の御 経験から、な かなか薬がな かったという のは、本当 に大変だった なと思
いますし、そうい うことがない ように、私ど もは先ほど申 しましたよ うに、これは 行政と
いうよりも、我々 が進めている 医薬分業とい う意味で言う と、薬局の 方々にもいろ いろな
意味で頑張ってい ただかなけれ ばいけない。 そういう意味 では、道半 ばだというこ とは同
じだと思います。
医薬分業の効果 という意味で は、そこは今 日の一連のプ レゼンを伺 っていても共 感され
ていると思います 。もらった薬 、お医者さん にはなかなか 聞きにくい ですけれども 、薬剤
師さんなら聞ける とか、複数、 高齢者の方が 医者に行って いるときに 、もらってい る薬を
全部集めるとこん なになるねと いうのをどな たかに見てい ただきたい ということを 考えれ
ば、医薬分業、か かりつけ薬局 というものが あって、先生 は今、病院 の中のローソ ンとい
う例を出されまし た。コンビニ という言い方 をするのかも しれません が、ちょっと それと
は必ずしも一緒に ならないのか なと。処方が あって、調剤 があってと いう、お医者 さんと
薬の関係を考えた ときに、先生 もおっしゃっ ておられる経 営上の独立 性をどうやっ て確実
にしていくかとい うときの、我 々もいろいろ とどう考えて いくかとい う経緯の中で 構造上
の問題は一つ、一 般の人も通る ようなところ という形で今 のルールの ところに行き ついて
いるということでございます。
おっしゃるよう に、医薬分業は ある程度メ リットがある。みんなにと って望ましい こと。
それをまだまだ進 めなければい けない。その ときにどうや って経営の 独立性を確保 するか
という観点から我々としては取り組んでまいりたい。
先ほど今村先生 にあっせんと いうものをプ レゼンの資料 の中で取り 上げていただ きまし
た。私どももこれ までの運用の 中で少しかた くなではない か。あるい は形式的過ぎ るので
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はないかという御 指摘をいただ いた中で、従 来からも重ね て、少しや はりそこは杓 子定規
にならないように ということを 私どもの中で 徹底させてい ただいてお りますので、 そうい
うことも含めてど のように実際 に現場が動い ていくかとい うことは我 々も引き続き ちゃん
とフォローしていきたいと思います。
○長谷川委員
○土屋専門委員

では、土屋さん、どうぞ。
質問の前に一 つ事実関係を 確認したいの ですが、今 村先生の８ペ ージ目

で院内処方の診療 報酬と院外処 方の診療報酬 を比べていら して、院内 のは「（医科の み）」、
院外のは「（医科＋ 調剤）」と書 いてあるので すけれども、 この診療所 は薬剤師さん がいる
と考えてよろしいのですか。
○今村副会長

８ ページですか 。診療所レベ ルで、例えば 医師がこう いう薬を出し ますと

いうことで出したことを含めて言っています。
○土屋専門委員

そうだとする と、これは今 日の議論の対 象の数値と しては不適当 だと思

うのです。
○今村副会長

ご めんなさい。 先生のおっし ゃっているの を遮るよう で恐縮なので すが、

私が冒頭申し上げ たように、私 も自分のとこ ろで出すお薬 については 一定の理解を して出
していて、費用も このぐらい患 者さんに負担 が発生するな ということ を理解した上 で出し
ている。今日の議 論を踏まえて 、もしこれを 調剤で出して いるとどの ぐらいになる か、お
およそざっくりと したものとし て出しました ということな ので、細か い数字のこと を申し
上げるつもりはありませんということを先ほど申しました。
○土屋専門委員

細かい数字を 言うつもりは ないのですが 、医科だけ で薬科のチェ ックが

ない処方と、薬剤 師さんのチェ ックがあると では当然値段 が違うので 、これは、そ の比較
からいくと、チェックがないものとあるものと、当然あれば高くなると いうことで す。
○今村副会長
○土屋専門委員

それは調剤技術基本料というところで80点と。
ですから、今 日は調剤薬局 さんを院内に 置くか置か ないか。当然 、薬剤

師のチェックがあ る話での議論 ですので、こ の数値をもと に話すとおか しいのではな いか。
というのは、診療 所と病院とは 分けて考える べきだと思い ますし、診 療所の多くは 薬剤師
さんが不在ですの で、したがっ て、処方だけ して調剤を薬 局でやって いただくとい うこと
で医薬分業になる。
ただ、多くの病 院では院内に 薬剤師さんが たくさんいら っしゃる。 先ほど森さん が複数
の施設からとおっ しゃるのです が、大学病院 とかセンター 病院では、 単一の診療科 でも複
数のグループがあ るわけで、複 数の施設と同 じように違う グループの 処方は受け取 るわけ
ですから、これは 多数の施設か らの処方箋を 受けているも のとほとん ど同じような 機能を
大病院の薬局はし ておるという 解釈が必要で はないか。し たがって、 そういう病院 では院
内に院外薬局があ っても、同じ ような機能を 果たせるので はないかと いうのが今日 の一番
の根本だと思うのです。
したがって、先 ほど構造が云 々ということ が言われまし たけれども 、東京の地下 鉄を見
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れば、昔は地下鉄 と郊外電車は 明確に山手線 で境がされて いましたけ れども、今や 乗って
いる間に山手線の 線内に入って しまう。しか しながら、経 営は明確に 区別されてい るわけ
です。これほど複 雑な構造であ っても、明確 に経営という ものは分離 できるという 事例が
ありますので、その辺はもうちょっと知恵を使う必要があるのではない か。
そういう考えか らいくと、先 ほど健保連の 白川さんがお っしゃった 病院と保険薬 局の連
携が必要と感じて いる。十分で はないのでは ないかという 御指摘があ りましたけれ ども、
これはファクスで 送るとか、あ るいはスマー トフォンでや るとか、処 方箋に病名が 書けな
いとか、これはス マートフォン とかファクス を使って患者 が情報を持 って歩ければ すぐ解
決してしまうこと なのです 。ICTの活用 の後れが呼ん でいるわけ で、こ れは医薬分業 の本質
ではない。その点を指摘したいと思います。
○長谷川委員

ありがとうございます。

今、既に診療報 酬のグラフに ついてのお尋 ねが出てしま ったので、 ２つ目の論点 のコス
トとメリットの議 論についてに 入って良いの ではないかと 思います。 そこで、翁座 長から
とりあえず、プレゼンをいただいて、林さんに渡したいと思います。
○翁委員

それでは、コストとメリットの問題につきまして少しお話いたします。

資料２−８で私 が提出した資 料がございま すが、こちら にいらっし ゃる佐々木か をり委
員のイー・ウーマ ンで開催して いる働く人の 円卓会議でこ の問題を取 り上げていた だきま
した。
いろいろな意見 が出ています ので、是非御 参考にしてい ただければと 思っておりま すが、
全体としては 、病院と薬 局の分離のメ リットという のは、3 32人の一般 の方から御回 答いた
だいて、８割がなかなかメリットを感じにくいということでございまし た。
患者にとってコ ストに見合っ たメリットを 感じられる仕 組みにする にはどうすれ ば良い
のかということで すが、１つは 、患者のコス トに直結する 院外処方へ のインセンテ ィブの
つけ方。これをど うしていくの かという課題 があると思い ます。また 、同時に薬剤 師さん
の専門的機能を一 層発揮するに はどうしてい けば良いのか ということ についても検 討する
ことが必要だと思 います。この 点は、狭間先 生から、薬剤 師さんが薬 を飲んだ後の 患者の
フォローをもっとする必要があるのではないかと。
健保連と薬剤師 会から特に御 説明はなかっ たのですけれ ども、リフ ィル処方とい うもの
がありまして、医 師が慢性期の 患者さんに一 定期間で何度 でも使える 処方箋を発行 し、そ
れを薬局が定期的 にチェックす ることについ ても資料の中 で御指摘が ございます。 こうい
った薬剤師の機能 をもっと生か すことにつき ましても、コ ストとメリ ットという観 点の中
からいろいろ皆様から御意見をいただければと思います。
○長谷川委員

ありがとうございます。

林さん、先ほどから手を挙げられていましたけれども、よろしいです か。
○林委員

ありがとうございます。

この問題、１番 目も２番目も 続けてお話を させていただ きたいと思 いますけれど も、歴
49
規制改革会議「公開ディスカッション」議事録

史を見ると、昭和4 9年、1974年 に処方箋料が 大幅に引き上 げられて以 来、今、68パ ーセン
トまで医薬分業が 進んで、40年 もたったとい うことです。 そもそも、 医薬分業の目 的であ
ったものは、医療 の質の向上と 薬価差益の抑 制が挙げられ ていたと思 うのですが、 この40
年で果たして政策 の目的が医薬 分業という手 段によってど れだけ達成 されたのかを いま一
度、見直すべきではないかと思っております。
構造上の独立性 要件について 言えば、本来 、手段にすぎ なかった分 業という「分 ける」
ところを杓子定規に考えていたための問題点ではないかと感じます。
特に今日の厚労 省の資料２− ２の最終ペー ジの31ページ に平成25年 の東京高裁の 判決の
要約が載っており ますけれども 、私は弁護士 なので、一審 判決と控訴 審判決を全部 読みま
したが、この要約 には、控訴審 判決が一審判 決を取り消し て、原告を 逆転勝訴させ た一番
のポイントが書か れていない。 東京高裁は何 を言ったかと 言いますと 、医薬分業の 目的達
成という見地から は、経営上の 独立性と比べ て構造上の独 立性は「よ り間接的な要 件」と
言えるから、本件 事案において 経営上の独立 性が十分に確 保されてい る場合には、 構造上
の独立性に関する 規定は緩やか に解するのが 相当である。 それで一審 判決をわざわ ざ取り
消して、指定薬局 を認めたわけ です。理論的 に言っても、 構造上の独 立性、一体的 な構造
かどうかは、それ が経営上の独 立性に「影響 する」という 点では「よ り間接的な要 件」と
して挙げることが できるとして も、逆は 成り立たない わけです 。つまり 、経営上の独 立性、
機能上の独立性が 確保されてい て医薬分業と いうか、医薬 協業の目的 であった医師 の処方
に薬剤師さんが独 立した立場か ら確認、チェ ックできる。 これができ ていれば、構 造上の
独立性は関係ないはずですね。
むしろ、先ほど 来、今村先生 の資料にもあ ったとおり、 病気で診療 を受ける患者 の視点
に立てば、公道や 公園を隔てる といった今の 規制は全く患 者視点に立 っていないの ではな
いかと思いますの で、経営上と か機能上の独 立性が確保で きる場合は 、いわゆる門 内薬局
を認めても良いの ではないかと 思います。こ の点について は、総務省 からも昨年の あっせ
んにおいて、杓子 定規な解釈を 改めるべきで はないかとい う意見が厚 労省に対して も出さ
れているわけですので、是非、厚労省は見直しをお願いしたいと思いま す。
次に、インセン ティブの点で すが、40年以 上、医薬分業 に報酬イン センティブを つけて
きています。厚労省の昨 年のプレスリ リースですと 、平成2 3年の調剤報 酬は1.7兆円 ありま
して、処方箋料が その数から概 算すると0.5 兆円ぐらいだ としますと、 約2.2兆円使 ってい
るわけで、そ れに対して 薬価差益分は1 .2兆円程度な ので、医薬分業の 報酬インセン ティブ
としてつけている ものが薬価差 益分を１兆円 以上超してし まっている ことになるで はない
かと思います。翁座 長から御紹介 があったよ うに、国民が医 薬分業によ る医療の質の 向上、
薬剤師による独立 のチェックと か監視機能を 実感できない という現在 の状況からす ると、
果たして今のイン センティブの 在り方はこれ で良いのかと いうところ が大きな疑問 であり
ます。その意味で 、医薬分業に お金のインセ ンティブをつ けるよりは 、むしろ医薬 協業を
進めていただく具 体的な方法に シフトするべ きではないか と思うので す。リフィル 処方の
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点については翁座 長から先ほど お話があった とおりで、ど のくらいこ れを進めてい ただけ
るかを厚労省に１点確認させていただきたいと思います。
また、厚生省に 確認したい２ 点目として、 資料２−２の ６頁のよう なかかりつけ 薬局機
能にシフトすると いうことなの ですが、ここ に書かれてい るような、 薬剤師さんが 「患者
情報を一元的に把 握」するため には、レセプ トや処方箋の 情報、患者 情報を一元的 に確認
できるシステムが ないとそもそ も「かかりつ け薬局」とい うのはでき ないのではな いかと
思います。今、マ イナンバーの 活用というこ とも言われて いるのです が、この点の インフ
ラとしてのICTの活用について厚労省はどのようにお考えなのかを伺い たいと思いま す。
○長谷川委員

では、厚労省、どうぞ。

○厚生労働省（吉 田審議官）

今、端的に質 問という形で 出ましたの は、リフィル の話と

マイナンバーを初 めとするICTの 話かと思う のですけれど も、その前の 段階も幾つか の御指
摘をいただきました。
今日の１つの論 点である構造 の問題につい て先ほど来申 しておりま すように、経 営の独
立性をどうやって 考えるか。そ れのおっしゃ ったように判 決について の話があり、 あっせ
んがあり、先ほども 申し上げたス タンスで我 々としては望 んでいる。そ のときにはや はり、
先ほど土屋先生は 電車の話、地 下鉄でここま で来たらメト ロで、ここ からは私鉄の ときも
ちゃんと金目は分 かれている。 確かに金目は 分かれている という意味 での経営が別 になっ
ていたとしても、 実際にそこで 今日、ある程 度、皆さんメ ンバーの中 で共有されて いると
思われる医薬分業 のメリットな り、期待され る機能という ものが、形 の上の独立だ けでは
なくて、やはり構 造で近くへ誘 導され、ある いは特定の誘 導がある場 合には、それ が本当
に発揮されるかど うかというこ とも含めて、 現在、我々と してはメル クマールを置 いてい
るということだということは申し上げたいと思います。
コストメリット という話で言 うと、薬価差 益の話がござ いましたけ れども、今日 話題に
なっております薬 価差益という 問題だけでは なくて、医薬 分業という のは先ほども 申し上
げたように、なか なか聞けない 薬の話をきち っとフォロー していただ ける薬剤師さ ん、あ
るいは複数のとこ ろでもらって いる薬を全体 、一元で見て いただける ことによるメ リット
も含めてというこ とですので、 そこだけで見 るのはどうか ということ も一言申し上 げたい
と思います。
その上でリフィルとマイナンバーの話でございます。
まず、リフィル の方から申し 上げますと、 確かに今も我 が国におい て比較的症状 が安定
されている患者さ んには長期処 方は行われて おりまして、 長期処方の 処方箋につい て、先
ほど来、メンバー の方、何人か が取り上げら れました26年 の診療報酬 改定の議論の ときに
も残薬をどうやっ て徹底するか とか、一度に 調剤するので はなくて、 数回に分解し て繰り
返し調剤を行うこ とはどうだと いう、中央社 会保険医療協 議会での議 論も行われた ところ
でございます。そ ういう意味で は、関係者の 間に１つの問 題意識とし てこのような 今、申
し上げた長期の処 方についてと いうことはあ ると思います けれども、 残念ながら今 の段階
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ではまだ結論にな っておりませ ん。その議論 のときにも残 薬管理の徹底 、外来機能の 分化、
連携の推進のため の、今日も話 題になってお りますドクタ ー、処方し ているお医者 さんあ
るいはかかりつけ 医の方との連 携も含めて、 分割調剤につ いては議論 をして、引き 続き検
討するという形で 、中医協にお いても問題意 識が示されて おりますの で、それに沿 ってこ
れからも議論をしていただく形になろうと長期処方については思ってお ります。
もう一つ、先ほ ど来申してお ります複数の ところで出て いる薬をあ る程度、全体 的に管
理する。一元的と いうか、管理 をすることが 望ましい。あ るいはそう いうことが高 齢者の
ような方々にとっ ては良いだろ うということ は何となく共 有されてい ると思うので すが、
それをもう一歩進 んで、I CTのような形 でやるという 議論は当然 今後、いろいろな検 討課題
の中に出てこよう と思います。 私ども厚生労 働省としても 医療保険、 薬だけではな くてマ
イナンバーという １つのインフ ラができたと きに、それを 医療上にど う活用してい くかと
いうことについて は十分それを 積極的に進め るという観点 からいろい ろな工夫ある いはユ
ースケースなども 考えておりま す。一方で、 センシティブ 情報という こともあるの で、ど
こでどういうよう にその情報が 共有され、ど ういう形で更 新され、ど ういう形でセ キュリ
ティーがかかるか をあわせて今 、おっしゃっ ていただいた ようなこと も我々は問題 意識と
しては考えていきたいと思っております。
○長谷川委員

ありがとうございます。

大臣は公務のためここで退室されますので、一言だけ、お願いいたし ます。
○有村大臣

ありがとうございます。

次のアポイント メントがござ いますので、 大変恐縮でご ざいますが 、退室をさせ ていた
だきます。
このことについ ては、そもそ もどのような 立場をとって いただくに しても、これ が国民
にとって本当にお 買い得かどう か、お買い得 感と、そのコ ストに見合 っただけのサ ービス
や安全、安心、地 域の医療体制 を堅持するこ とが見合って いるのかど うかを、多方 面のい
ろいろな業界の専 門の先生方、 国民的議論も 含めてテーブ ルに載せた こと自体、こ れは画
期的なことなのだと思います。
どのような立場 を取るにして も、やはり私 たちは患者で もあります し、また薬剤 師さん
にも活躍してもら いたいですし 、お医者さん にも活躍して いただきた いですし、日 本社会
の持続可能性を考 えて、ここは 正々堂々と議 論を闘わせて いただいて 、意見が違う という
こと自体は悪くな いわけであり 、その中で収 れんしていけ ば良いわけ ですから、そ ういう
意味では、大変関心を持って拝聴をさせていただきました。
今日は方向性に ついては明確 にいたしませ んけれども、 本当にそれ ぞれのお考え 、先生
方の専門的見地か ら御経験に基 づいたお知恵 を拝聴できた ことを大変 ありがたく、 今後も
しっかりとフォローしていきたいと思います。
ゲストの先生方 、また引き続 きの審議会で いらっしゃっ ている先生 方、大変あり がとう
ございます。
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○長谷川委員

それでは、佐久間委員、どうぞ。

○佐久間委員

ありがとうございます。

今の大臣のお話 の後で恐縮な のですけれど も、医薬分業 は高邁な考 え方に基づい て薬剤
師の機能の高度化 ということも やられている のがよく分か りました。た だ、患者とい うか、
私個人のと言って も良いのです けれども、お 願いしたいの は単純で、 院内、門内に 薬局が
あれば便利だと。これだけです。
ですから、ここ で言っている のは、医薬分 業云々という ことではな くて、場所が 同じで
あれば良いという ことをお願い している。場 所が同じだと 経営が別で あってもきず なとい
うか、癒着という か、よく分か りませんが、 ある誘導が生 まれるとい うのは全く思 い込み
だと思います。
つまり、同じと ころに置くと いう前提でそ の問題を解決 するような 知恵を絞れば 良い。
１つは、癒着とか 、誘導が生ま れる若しくは かかりつけ薬 局ができな いということ であれ
ば、逆に院内、門 内の薬局は１ 年ごとに全部 変えていく。 実際これは ある、昔、私 がいた
国際機関ですけれ ども、そこは そういう体制 をとっていま した。とい うことなので 、そう
すれば余り、ころ ころ変わるの で、多分そこ がかかりつけ にならない 。じっといる ところ
にかかりつけになる。別に便利だからずっとそこへ行く人もいる。
つまり、ここで 我々が言って いるのは、患 者なり、国民 のオプショ ンを広げても らいた
い。別にそこに行 かなくても良 いわけですか ら。そこだけ に行けと言 っているわけ でも決
してない。ですか ら、院外若し くは自分の家 の近くでより 良いところ があればそこ に行け
ば良い。こういう ことなので、 非常に単純に 門内、院内に 薬局を置く ことを前提に 検討し
ていただきたい。それは可能だと思います。よろしくお願いします。
○長谷川委員

ありがとうございました。

既に予定の時間 は過ぎている のですけれど も、それでは 、大田議長 代理、その後 で、今
日はたくさん傍聴 者もお見えで すので、もし 御意見、御質 問などがあ ればフロアか らもお
受けしたいと思います。
では、大田さん、お願いします。
○大田議長代理

厚生労働省に３点お伺いいたします。

厚生労働省の資 料で医療保険 財政の効率化 が大きいメリ ットの１つ に掲げられて いるの
ですけれども、先 ほど林さんか らもお話があ りましたよう に、実際に 調剤費は増え ていま
すし、アンケート 調査では利用 者のかなりの 方が薬局のサ ービス料は 高過ぎると考 えてお
られるわけです。 道半ばという ことでしたけ れども、医薬 分業の費用 対効果をどう 検証し
ておられるのか。P DCAをどう出 しておられる のかをお示し いただきた い。もしお手 持ちで
なければ後日で結構ですので、お出しいただきたいと思います。
２点目ですが、 最近も問題に なりましたよ うに、薬局の 中できちん と役割を果た してい
るところとそうで ないところが ばらばらで、 ばらつきがあ る。そうし ますと、一律 にイン
センティブとして その報酬をつ けるのではな くて、薬剤師 としてより 専門的な、充 実した
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サービスを提供し ているところ に対して付加 的に報酬をつ ける体系に 変える必要が あるの
ではないかと思いますが、これはいかがでしょうか。
３番目に、医薬 分業のメリッ トについて私 どもは全く否 定しており ませんが、今 は報酬
をつけるだけの手 法しか行われ ていません。 もし医薬分業 が本当に必 要で、不可欠 のもの
であるならば、そ れを義務づけ ることの方が 良いのではな いか。義務 づけますとイ ンセン
ティブとして報酬 をつける必要 はないわけで すから、現在 の院内処方 と同じ費用で 良いわ
けです。義務づけるという手法が正しいのではないかと思いますが、い かがでしょ うか。
以上、お願いします。
○長谷川委員

ちょっとその前に、フロアでもしあれば、お伺いしますが。

なければ、厚生 労働省にお話 をいただいて 、最後に岡さ んからコメ ントをいただ くこと
にしたいと思います。よろしくお願いします。
○厚生労働省（吉 田審議官）

お時間も押し ているという ことですの で、端的にお 答えさ

せていただきます。
まず、１つ目のP DCAについて 、費用対効果 というのは、 どういう形 で費用を見込 み、ど
ういう形で効果を 見込むかとい うところにつ いては議論が あるのは大 田議長代理が よく御
存じのとおりであ りまして、今 の時点でこれ という数字を 今日お示し するものは持 ってご
ざいません。私ど もも中で頭を 整理して、関 係者の方々と もいろいろ と相談しなが らお話
をしなければいけ ない。今日の ところは持ち 合わせていな いというこ とを申し上げ たいと
思います。
２つ目に、薬局 の中でも一様 ではないでは ないかという のは、私ど ももそれにつ いては
そうだと思います 。そうい う意味では 、ここは今 日、規制改 革を議論い ただく場です ので、
値づけの議論を個 別にいただく 場ではないと は思いますけ れども、こ れまで中医協 の議論
でも、やはり今日 お話をさせて いただいたよ うにあるいは 他の委員の 方からも御指 摘があ
ったように、こう いう機能が望 ましいのでは ないか。こう いうことを やってほしい のでは
ないかということ がある程度、 みんなで合意 が得られたも のについて それに対して 適切な
評価をする。そう いう意味では 、ノベタンで はなくて、や っていると ころ、そうで ないと
ころというのはそ れなりにちゃ んと対応して いくというこ とは私ども も同じような 考え方
でありますので、 具体的にどこ にという話は それぞれ議論 があります けれども、そ ういう
考え方については私どもと同じように立っていると思います。
３点目について は、報酬とい う形ではなく て、他にもや りようがあ るのではない かとい
うお話がございま した。義務と いうところは 、患者さんの 動きをどこ まで律するか 。薬を
取りに行くという ことだけでは なくて、そも そも患者さん の受療行動 を含めて、我 が国が
ある程度のフリー アクセスであ ったり、患者 さんの選択を 認めている 取組の中で、 薬のと
ころだけ義務化す るかというの は、今、御指 摘をいただい た瞬時にお いても私の頭 の中に
浮かびますが、我 々も別に報酬 だけでという ことではなく 、今日のプ レゼン資料、 私ども
役所の資料の中に も入れさせて いただいたよ うに、まず、 実感をして いただく。分 かりに
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くいとか、ここで幾 つか医薬分業 についての 共感をいただ いているとは 思いますけれ ども、
それが一般の方に 届いているか どうかという 意味ではまだ まだ道半ば だと思います ので、
先ほど予算事業に ついて御紹介 したように、 やはりそうい うものを見 ながら、患者 さんあ
るいは利用者の方 々が選択する 。先ほどおっ しゃっていた だいたよう に、選択の中 でこう
いうものが選ばれ る形に報酬以 外にもやって いくことがあ るだろうと いうことにつ いては
私どもも同じ考え方でございます。
○長谷川委員

林 さんが先ほど 御指摘のイン センティブを 与え過ぎで はないかとい う話が

ありましたね。それについてはいかがですか。
○林委員

私は、 金額の問題以 上に報酬とい うインセンテ ィブの手法 が適切なのか という

点と、インセンティブのつけ方が問題であると申し上げました。
○長谷川委員

それについては厚労省、どうですか。

○厚生労働省（吉 田審議官）

それは先ほど 大田議長代理 に申し上げ たこととも共 通する

と思いますし、重ねて申し上げることはありません。
○長谷川委員

分かりました。

森さん、お願いします。
○森副会長

少しお時間をいただきます。

翁先生のアンケ ートを私も拝 見させていた だきました。 見させてい ただきますと 、分業
は良い、イエスと 言っている方 はやはり分業 のメリットを 実感されて いる方です。 実感さ
れていない方もい らっしゃいま した。今日の お話の中でも きちんと制 度を分かって もらわ
なければいけない 。私たちもき ちんと患者さ んにメリット を実感して いただけるよ うに今
後も努力をしなけ ればいけない というのはそ のとおりだと 思います。 ただ、患者さ んの考
えるメリットと医療提供者側がやること、それが必ずしも一緒になるの か。
今日、私どもか ら提出させて いただいた資 料の22ページ を御覧いた だければと思 うので
すけれども、その 中に一般的な 調剤の流れと いうものが入 っておりま す。この中で 、集め
た情報を分析する ということで 、薬局では、 処方箋、薬歴 、患者イン タビュー、様 々なも
のから安全な薬物 治療が行われ るように質の 向上を図れる ように確認を しています。ただ、
この業務が調剤室 の中で行われ ています。で すから、非常 に見えにく い。患者さん からメ
リットを感じにくいというのが実際ではないかと思っています。
もう一つ、分業 の評価なので すけれども、 確かにすぽん と割って、 その段階で評 価をす
るのか、この30、4 0年で分業が 伸びてきまし た。私が薬科 大学を出た 後に、その当 時は薬
のヒートの耳を切 って医療機関 で薬を出して いた時代だっ たのです。 私の記憶では 、1993
年に東京の薬局が 薬袋に医薬品 名を書いたの が初めで、そ の後に薬ご とに手づくり の情報
提供文書をつけま した。その後 、薬剤師は様 々な努力をし 、今では国 民が自分で飲 んでい
る薬の名前、効能 、効果、副作 用まで理解で きるようにな りました。 そういう長い 経過で
の分業の評価を是非していただきたいと思います。
最後に１点です 。構造的な問 題ですけれど も、なぜ構造 的なああい うルールがで きたの
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かというのが以前 あったと思い ます。そのこ とを忘れない で今後是非 検討いただき たいと
思います。
○長谷川委員

ありがとうございます。

それでは、議論 が尽きないと 思いますが、 時間になりま したので、 岡議長に一言 お願い
したいと思います。
○岡議長

皆さん、ありがとうございました。

予定の時間を大 分超過してし まって、議事 進行を進めて いる私ども として反省し ており
ます。
このテーマにつ きましては、 規制改革会議 として、新た に取り上げ て議論しよう という
ことで、このような場で関係者の皆さんの御意見を聴かせていただいた ものであり ます。
今日は議論が拡散しないように、２つの視点から議論させていただき ました。
私どもとしまして は、それぞれ の御意見をし っかりと受け とめまして 、これからの 検討に
役立てていきたいと思っております。
皆様方には、また 、いろいろな ところでお話 を聴かせてい ただくことが あろうかと 思い
ますので、引き続きの御協力をお願いいたします。
傍聴の皆さんも多数お集まりいただきまして、ありがとうございまし た。
以上をもちまして、本日の公開ディスカッションを閉会いたします。
本当に今日はありがとうございました。

56
規制改革会議「公開ディスカッション」議事録

