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保険外併用療養特例の医療機関選定について

○宇野参事官

時間も押していますので、次のヒアリングに入りたいと思います。

保険外併用療養 の特例につき まして、臨床 研究中核病院 と同水準の 医療機関につ きまし
ては、先般、基準 についてワー キンググルー プでも御議論 いただいた ところでござ います
が、それを具体的 に先進医療会 議で確認をす るという行為 があります 。その際に、 特区側
の関与を入れられ ないかという ことで、その 先進医療会議 の運営の仕 方について、 きょう
御説明いただいて御議論いただくという趣旨でございます。
それでは、座長、よろしくお願いいたします。
○八田座長

どうもありがとうございます。

早速、御説明をお願いいたします。
○佐々木企画官

では、早速御説明させていただきます。

お手元に４部構 成の資料を配 らせていただ いておりまし て、最初が 「開催要綱」 という
ものでございます。
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これは先進医療 会議の要綱で ありまして、 今回、先進医 療会議で準 ずる病院の検 討を行
うということです ので、先進医 療会議の仕事 として、同水 準の保険医 療機関の選定 という
ものを入れたものでございます。
実際の手続は、もう一つの資料の「運営細則」でございます。
国家戦略特区の 関係自治体の 考えをどう酌 み取るかとい うご指摘を いただいてお ったと
ころでして、２ペ ージ目の８条 は会議の結果 をきちんと通 知しますと いうことでご ざいま
して、関係する部分は９条のところでございます。
「国家戦略特別 区域に関する 事項」という ことで、「こ の区域法の 区域であって 、保険
外併用の拡充を行 うこととされ た臨床研究中 核病院または 早期・探索 拠点である保 険医療
機関と同水準以上 と認められる 医療機関の選 定を行う際は 、所定の様 式に沿った資 料の提
出を求め、当該資 料により判定 を行う」とし ております。 この資料に 関しましては 、前回
のときにも申請書 の案はお示し をして、それ も御了解をい ただている ところですが 、所定
の様式というのはそれのことでございます。
その際に、こ の２のとこ ろなのですけ れども、
「同水準の 医療機関の 選定に当たっ ては、
国家戦略特別区域 の構成員であ る地方自治体 であって、本 会議におい て、これは先 進医療
会議において意見 を述べること を希望する者 から戦略性に ついて意見 を聞く」とい うこと
で、会議に出席を していただい て、実際にプ レゼンテーシ ョンを自治 体にしていた だくと
いう仕組みを入れております。
最終的な判定で す。準ずる病 院として認め る認めないと いうのは、 この自治体の 意見を
聞いた上で、３の ところですけ れども、資料 及び前項の意 見も踏まえ て審議を行っ て選定
するということで 、単純に書類 の審査だけで はなく、その 地域におい てこの医療機 関が準
ずる病院としてき ちんと位置づ けてやりたい 。そういうと ころを十分 酌み取れるよ うにや
らせていただくということでございます。
文章にするとこ のような感じ なのですけれ ども、それを 流れ図にし たものが、４ 点セッ
トでお持ちしている中の資料の「当面の予定」という一番最後のページ です。
こちらに書いて あります内容 を、細則で文 章化したもの でございま して、具体的 な流れ
としましては、こ こに書いてあ るとおりと考 えております 。「年内メ ド」と書いて あるの
ですけれども、こ れは年を越え てしまいまし たので、今後 、本日のワ ーキングで大 体の流
れを御了解いただ きますれば、 例えば、特区 内の自治体に 対して、こ の新しいルー ルに関
する説明会をさせ ていただきた いと思ってお ります。です ので、先進 医療会議に出 てきて
いただいてアピー ルもしていた だくというこ ともわかりや すく御説明 をさせていた だいて、
今後こちらの国家 戦略特区事務 局を通じて医 療機関から申 請書を出し ていただいて 、実際
に点数づけをして 、そして、そ の点数づけ等 をした上で、 先進医療会 議で自治体の 方に出
席いただいて、そ ういった必要 性というか、 そういうもの をアピール していただい て、そ
れを踏まえて判定結果を出す。
さらに、そこの 時点で例えば 条件がついた り、ちょっと 足りないの ではないかと なった
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場合であっても、 もう一度、特 区の関係自治 体にお返しを して、さら に追加のアピ ールな
ど、いろいろなも のを踏まえて 最終決定でき るようにとい うことを考 えております 。先ほ
どの細則のほうに はそこまで書 いておりませ んでしたけれ ども、実際 の運用として は、１
回御説明いただく だけではなく 、関係自治体 の方というか 、地域の考 えをできるだ け酌み
取れるような仕組みで運用してまいりたいと思っております。
内閣府さんにも 来ていると思 うのですが、 我々のほうに も自治体の 方が早く説明 会をし
てくれなどいろい ろ御相談に来 ておりますの で、もし、き ょう御了解 いただければ 早速、
内閣府の事務局と 御相談しなが ら説明会など どんどん進ん でまいりた いと思ってい るとこ
ろでございます。
私からの説明は以上でございます。
○八田座長

ありがとうございました。

委員の方から御質問、御意見ございますか。
○阿曽沼委員

一 応、21点以上 がいわゆる適 の条件である わけですが 、21点以下で も適と

なるケースがあると理解しますが、その判断基準というのはどんなもの なのでしょ うか。
○佐々木企画官

前回も御説明 させていただ いたのですが 、３ページ目 の②のところ に「項

目ごとの点数」、 つまり原則と して21点以上 を適とすると いう、まず は原則なので すけれ
ども、「評価コメ ント等を勘案 して条件付き 適とするなど 、個別の医 療機関の状況 を踏ま
え総合的に判断す る」となって おりまして、 実際、先進医 療会議でも2 0点であって も、例
えば自治体が非常 に熱心に医療 機関にてこ入 れしている、 人材確保を 含めて相当熱 心に応
援しようという取 り組みがある などの状況が あれば、21点 に満たない 場合であって も通る
場合もあるという ことでござい ます。この点 については公 開の会議の 場でもそうい う説明
をさせていただい ておりまして 、この点数と いうのは一つ の目安でご ざいまして、 できる
限り地域の考えを 酌み取れるよ うな方向で運 用をしてまい りたいと思 っています。 一番大
事なのは地域にお いて医療機関、どういう役 割を担おうと されているの かという位置 づけ、
そういうものを大 事に審査をし ていただくよ うに運用をし たいと思っ ているところ でござ
います。
○阿曽沼委員

こ の点数表は柔 軟な考え方が 反映されてい るというか 、多少甘いと いう見

方もありますね。 現時点では対 応していなく ても将来的に きちんと対 応すれば良い などの
項目もありますね。それについて のチェック とかフォロー アップも当然 やると思いま すが、
それは自治体の責任において行うということになるのでしょうか。
○佐々木企画官

それは確かに いろいろ議論 があるのです けれども、 当然、推薦し た自治

体がもチェックし ていただきた いのですが、 先進医療会議 でも、例え ば未達成だけ れども
これからやるとい う内容で通し た場合は、年 に１回など、 定期的にな ると思うので すけれ
ども、達成状況などは報告していただくことになるのかと思っておりま す。
申請書に書いて いただいた内 容をきちんと やっていただ いているか というのは先 進医療
会議でも確認しま すし、当然、 自治体もしっ かり応援、確 認をしてい ただきたいと 思って
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おります。
○阿曽沼委員

体 制面ですが、 附属病院には ないのだけれ ども、大学 本体にはある といっ

た場合は、そういうところについては容認されるのでしょうか。
○佐々木企画官

それは、例え ば法人のよう な場合に、法 人本部にい て病院にいな いとい

う御質問受けたこ とがございま すが、この業 務にどの程度 、エフォー トがどのぐら いかと
いうことも念頭に 置きながら審 査をしていた だくのかと思 っておりま す。実質、そ の業務
をどの程度やって いただけるの かというとこ ろがポイント かと思いま す。医療機関 もいろ
いろ運営上、どこ に配置するか というのはい ろいろあると 思いますの で、実質上の 関与と
いうか、そういう ところがきち んと書類でわ かるような形 で記載して いただければ 、それ
はそれでよろしいのかと思います。
○阿曽沼委員

つ まり、エフォ ート率をはっ きりして、職 務規程がち ゃんとなって いれば

いいですということですね。
○佐々木企画官
○阿曽沼委員

と思います。現場の実情を重視する方向だと思っております。
こ の保険外併用 療法の実施に 関してですが 、は、認定 された医療機 関と連

携する医療機関も、保険外併用療法はOKとなるわけですね。
○佐々木企画官
○阿曽沼委員
○佐々木企画官

さようでございます。
その点について新たな緩和策だとかが、今、議論されていますか。
現状の先進医 療でも協力医 療機関という ことで入っ ていただくこ とにな

っております。協 力医療機関を どういうもの を入れたいか というのは 、今回の制度 では、
準ずる病院が考え て、例えば、 こういう病院 と一緒にやり たいですと いう形を念頭 に置い
ておりますので、 基準を我々の ほうからつく るというより は申請して いただく病院 がこう
いうものと組んで やりたいとい うことを示し て頂くと思っ ております 。例えば非常 に汎用
性のある安全性の 高い技術であ れば非常にた くさんの医療 機関でやる でしょうし、 非常に
専門性が高いとか 、希少疾病の ものであれば 非常に限られ た医療機関 というのはあ ると思
います。一律の基 準を我々が決 めるというよ りは技術ごと に違うとい う感覚でおり ますの
で、規制があるか とないかとい うよりは実施 医療機関の考 え方を重視 して運用する という
形だと思っています。
○阿曽沼委員

普 及と均てん化 の中で必ず問 題になるのは 、タイムラ グの問題です 。例え

ば、患者申し出療 養制度などで も、まずは大 学病院がやっ て、協力医 療機関はその 後とい
うことになるのですが、その辺のタイムラグの解消などで何かお考えは ありますか 。
○佐々木企画官

それはよく御 質問を受ける 点でありまし て、我々も 丁寧に御説明 をして

いるのですが、最初の１例をどこでやるかということは特にこだわって おりません 。
例えば、最初の 申請から３つ の医療機関で やりますとな っていて、 申請してきた 医療機
関ではないところ で１例目が出 るということ は現状の先進 医療でもご ざいますので 、それ
はこの特区の制度 でも、例えば 、協力医療機 関が１例目を やりました というのは問 題ない
です。
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○阿曽沼委員

調 整医療機関と か協力医療機 関の組み方は 今までの先 進医療と全く 同じで、

それを超えるものでもないという理解でいいですか。
○佐々木企画官

もともと柔軟 なものなので 、同じ運用で させていた だきたいとい うこと

でございます。
○八田座長

先進 医療会議にお ける判定結果 と議事概要に ついて公開 というときの 、議事

概要の詳しさのレ ベルは重要で す。これはぜ ひ、発言者の 名前は明記 するというこ とにし
ていただきたいと思うのです。
○佐々木企画官
○八田座長

議事録に近いようなということですね。

それがあるかどうかで全然違うと思うのです。

○佐々木企画官

先進医療会議 の判定の議事 は、医療機関 の内部情報 も含めて、説 明を受

ける必要もあることから非公開にしようと思っております。
そうした点も考 慮し、ご指摘を 踏まえて、議 事録をどのよ うな内容に するかについ ては、
工夫をさせていただきます。
○八田座長

特に委員の発言についてですね。

○佐々木企画官
○阿曽沼委員

わかりました。それは検討させていただきます。
特 区制度での申 請する場合、 その可否を審 議する先進 医療会議では 委員の

増員増員だとか、 申請のあった 技術の評価に 相応しい専門 家なりを別 途招聘すると いうこ
とになるのですか 。それとも今 の専門家会議 のメンバーで 特区の分科 会などを組閣 するの
でしょうか。
○佐々木企画官

委員をプール しておりまし て、御相談の あった技術 にふさわしい メンバ

ーを適宜追加して、きちんと対応できるようにしていきたいと思ってお ります。
○八田座長

これは21点以上とった場合も、この面接を受けるわけですね。

○佐々木企画官

これは希望が あればという ことなので義 務ではない のです。自治 体のほ

うで説明したいということであれば来ていただく。
○八田座長

そういうことですか。では、21点とったらそれで安心。

○佐々木企画官
○八田座長

意見表明不要ということであればそれでもかまいません。

それ なら私は先ほ どの議事のこ とは余りうる さく言いま せん。21点と らなか

ったところを助けてあげるという話ですね。
○佐々木企画官
○八田座長
○宇野参事官

関係自治体の 意見をくみ取 ることができ るように制 度設計してお ります。

宇野参事官、どうぞ。
今 の議事の話は 、公共団体か らは公共団体 が具体的に どこを推すと か推さ

ないという話を公 開されるとし ゃべりにくい というお話が あるので、 そこは御配慮 いただ
く必要があるのかというのが一つです。
今後のスケジュ ールなのです けれども、お 聞きしている 限りでは１ 月15日に先進 医療会
議があって、これ をかけてオー ソライズする と聞いていま す。そうす ると、ある意 味、そ
の翌日から受け付 けようと思え ば受け付けら れる状態にな るという理 解でいいので しょう
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か。
２月の先進医療 会議で準ずる 医療機関を選 定することが できるのか 。だから、１ 月の次
は２月にまた、１ カ月に１回ぐ らいずつある のですね。２ 月のときに 、今まではい わゆる
臨床中核病院の15 病院しかなっ ていませんけ れども、それ に追加する ような準ずる 病院を
そこで選定するこ とができると いうスケジュ ール感を持て るのかとい うあたりを一 つ、教
えていただきたいです。
○佐々木企画官

スケジュール は先ほどお話 をしたのです けども、我 々としては、 東京都

や神奈川県や関係 する自治体さ んに今回、御 承認いただい た内容につ いて少し御説 明をさ
せていただいたほ うがいいのか と思っていま す。そういう ものが必要 ないというこ とであ
れば御指摘のとお り、例えば16 日からでも受 け付けること は可能なの ですが、でき るだけ
早く説明会をして 、そして、そ の後、自治体 さんで準備が でき次第、 順次受け付け るとい
う形のほうが円滑 に進んでいく のではないか と思っており まして、そ こは事務局等 と御相
談しながらいい方法でやってまいりたいと思っています。
○八田座長

そうですね。

宇野参事官、どうぞ。
○宇野参事官

こ の間の関西で ちょっと議論 になっていた 、先ほどの 阿曽沼先生が おっし

ゃっていたものと 関連するので 、協力医療機 関は特区内で なければい けないのかど うかと
いう議論がこの間あったかと思うので、そこら辺を考え方は整理されて いますか。
○佐々木企画官

これはまさに ワーキングの 先生方の御意 見も聞きた かったところ であり

まして、技術によ っては、特区 圏外の病院と 組んで新しい 技術にチャ レンジすると いうこ
とは、ありえると思うのです。
ただし、国家戦 略特区という ものが、その 地域を医療で 盛り上げて いこうという 狙いが
あれば、圏域内の 医療機関で構 成したほうが 圏域外からも 患者さんが 受診に来ます し、人
が集まるという効 果が期待でき る。一方、圏 域外の医療機 関でも受け られるという ことで
あれば、そこにも 患者さんは行 かれるわけで す。どちらが いいのか、 我々だけで、 判断が
難しいためむしろ 御相談したい と思って、お りました。国 家戦略特区 が狙っている のが、
新しい技術をどん どんやってい くということ であれば、圏 域外の医療 機関と組むと いうこ
とは当然あると思 うのですが、 例えばこの治 療を受けたか ったら関西 圏にというこ とであ
れば、圏域外の医 療機関でもで きるというこ とだと少し違 うかと思い まして、そこ はむし
ろ御意見を拝したいところであります。
○八田座長

それ はもちろん、 個別の自治体 に聞けば別の 考えがある かもしれませ んが、

こちらの戦略特区 の目標は、地 域活性化では ない。基本的 には日本の 成長戦略のた めにブ
レークスルーをやりたいということですから、そこは広くて全然構わな いと思いま す。
○佐々木企画官
○八田座長

わかりました。

もち ろん自治体に 聞けば、自分 のところに来 てほしいと 言うでしょう けれど

もね。
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○佐々木企画官

いろいろな意見があると思います。

事務局や関係自治体、病院の意見を聞きながら、進めてまいりたいと思 います。
○阿曽沼委員

も う一点確認で すが、私立大 学等は附属病 院を複数有 しています。 例えば

本院は21点以上だ ったが他の施 設は21点以下 だった、しか し多施設でや りたいとした 場合、
他の分院等も指定になると考えて良いですか。
○佐々木企画官

先進医療とい うのは保険医 療機関ごとの 参加となり ます。ですか ら、そ

の場合には例えば 、本院を準ず る病院になっ ていただいて 、分院は協 力医療機関に なって
いただくのではないかと思います。
○阿曽沼委員

今 、言ったのは 、結構、私立 大学の場合は 地域に分散 していますか らね。

わかりました。
○八田座長

ほかにございませんか。事務局からもよろしいですか。

それでは、どうもありがとうございました。
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