ん、そうでない病院・診療所も大きな
影響をうけています。県医師会などか

荒井知事は県内の医療機関のコロナ
禍における影響を調査し、５月の医業
らも、奈良県だけ患者さんの窓口負担

％～

地域別診療報酬の導入は国民皆保険制

を伝える材料にするとしていました
が、
知事は 奈｢良県の診療報酬単価を一

度の基本を揺るがすことにつながりま

円 から

菅内閣は ち
｢ょっとだけ
回転ずし内閣 ｣

初入閣は５人のみとい

う新内閣。

管氏は、就任会見で、「私がめ

ざす社会像は『自助、共助、公助』

だ」と語り、自助という言葉を繰

り返し使いましたね。政治家が

『まず自助だ！』って…。政治の

責任放棄ではないでしょうか！

共助

公助」と入力し、

国会会議録検索システムで

「自助

最初にヒットするのは、１９９

４年の社会党の糸久八重子参院

し、また国費による減収分の補てんは

国民皆保険制度が両立する」と合理化

しているものとして、日本の医療を支え

オリテ ィー の医 療を受 ける 権利 を保障

で もど こでも 誰で も同 じ負担 で同 じク

とした高福祉社会を！と提案し

在り方として 自｢助、共助、公助 ｣
を提言したのに対し、公助を軸

議員が、厚生省の 高｢齢社会福祉
ビジョン懇談会 が
｣ 社会保障の

実務上も難しいなどと持論を展開し

われわれ土庫病院をはじめ、日本医師

共助、自助」は、防災対策のあり

２０００年代からは、「公助、

会 もま きこん で全 国の医 療機 関は 地域

方だけでなく、 社｢会保障の在り
方は自助を基本に！ と
｣ した発

別診療報酬制度には反対しています。

療 報酬制 度の 活用 は愚策 とし か言 いよ

任では乗り越えられない事態が

言になってきました。
患者負担が増える地域別診 療報酬

うがありません。われわれ医療機関は本

コ ロナ 禍の 救 済 策と し ての 地 域別 診
については県民の皆さんと力を合わ

来国 が行 うべき コロ ナ禍 の救済 措置 に

今 、コロ ナ禍の もとで自己 責
せて撤回させるように引き続き頑張

広がるもとで 自
｢助、共助、公助 ｣
を強調した菅氏。 国｢民の暮らし

を守り、よくする た｣め公の責任
を果たすという政治の仕事を否

定して 自
｢助 を
｣ 強 調す る 本 音が
いっそう鮮やかに浮かび上がり

医療はいつでもどこでもだれもがか

策には断固反対します。そしてそもそも

という 地域 別診療 報酬 制度 による 救済

つ いて患 者負 担を 増大さ せて まか なう

ともか

土庫病院事務長
むろた

かっても同じ負担、同じクオリティーで

め て地域 別診 療報 酬制度 はそ の概念 を

自己責任を押しつける政治を終

室田 智郁

医 療 は どこ で やっ ても 内 容は 同 じ で

覆す危険な考え方として、いかなる場合

わりにしませんか！

ます。
あり、負担は一律にすべきということか

にお いても それ を行 使する こと を全 力

なければならないことを指摘し、あらた

ら 診療報 酬制 度が確 立し た歴 史があ り

で阻止することを表明するものです。

編
(集委員

沢田よう子

も う限界 ！の思 いを爆発さ せ

ます。そしてそれは、日本の医療がいつ

)

ります。

めませんでした。

でない ｣｢
医療機関も反 対してい る と
｣
追及しましたが、荒井知事は認識を改

た質問です。

なく、国費による医療機関への支援こ

!?

る 確固 とした 制度 として 定着 して いる

拡大により感染患者さんを受け入れ、

rb_!

ました。山村県議は、 弱｢い立場の人ほ

10 月から予防接種が始まっています。今年はコロナ
との併発を防ぐため、65 歳以上の方のワクチン接種を
無料にする市町村もあります。予約は各診療所にお電話
ください。
（今年は土庫病院では実施していません。）

のです。

そ政府が行うべきです。

敦

奈良県議会議員
友の会副会長

太田

日本共産党の山村幸穂奈良県議は
日、代表質問を行い、荒井正吾知事

への要望を撤回するよう求めました。
山村県議は、新型コロナの影響によ
り、すべての医療機関の経営困難が続
いてお り 、「国費に よる 医療 機関へ の
支援を政府に求めるべき」と訴えまし
た。合わせて地域別診療報酬の導入
は 、「国民 皆保 険制度 の基本 を揺 るが
すものだ」と述べ、厚労相に提出した
「地域差をつけた診療報酬引き上げ
の要望」の撤回を求めました。
荒井知事は、１９６３年までは診療
報酬に地域差があったことや介護保

受けましたか？インフルエンザ予防接種

ど 影響 を受け やすい のが コロナ で
｣あ
り 、「これ 以上 患者負 担を増 やす べき

検査を積極的に行った病院はもちろ

関を守る と｣いう考え方を示しました。 す。全国すべての医療機関が経営困難
全国ほとんどの医療機関がコロナ感染 であり、患者さんに負担をさせること

点

円に引き 上げて医療 機

が増えることになり 受｢診控えを招く ｣
と反対の声が上がっています。また、

％

収入が前 年同月比 で平均
20

減ったことが判明しました。国に意見

15

険制度に地域差があることを理由に

・大 福 診 療 所

☎0745-57-0212
☎0744-42-3059

・河 合 診 療 所

11

「報酬単価や利用者負担の地域差と

・こども診療所
※ご両親も一緒に接種できるので、お申し出ください。

☎0745-23-4321(13 時～)
☎0745-23-1682

・日の出診療所

10

に対し、地域別診療報酬についての国

15
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