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性︑困難性ゆえに一般社会における診療とは異な

方法について︑患者が被収容者であるという特殊

の問題でいいますと︑外部委託に係る診療の評価

からの要望というのはございません︒

ましたけれども︑今のところ︑現時点では法務省

いうような報告書が上がったということでござい

域医療計画に矯正医療を盛り込むよう要請すると

所属の田中です︒

○田中茂君 日本を元気にする会・無所属会︑無

○仁比聡平君 ありがとうございました︒

ついては︑特殊性︑困難性に配慮した何らかの評

る外部医療機関などに対する医療費などの支払に

して適切な医療を受けられるということをすべき

の収容者に対しまして社会一般の医療水準に照ら

それで︑先生おっしゃいますとおり︑矯正施設

不足解消策︑医官の安定的な確保のための施策を

私自身︑今回の法律案︑矯正施設における医官

今回提出された矯正医官の兼業及び勤務時間の

る配慮を要するというような面に鑑みて︑受託す

価︑措置がなされるべきであると︑こうした考え

だということは大変重要であり︑これは当然のこ

講じることにはもちろん賛成であります︒

特例等に関する法律案について︑何点かお伺いい

方が示されていまして︑この具体化はこれからだ
とだと考えております︒

うし︑厚生労働省も御検討をいただきたいと思う

法務省からもいろいろ御提言があるべきでしょ

し上げてきたような抜本的な改革を是非進めてい

○仁比聡平君 大臣︑この法律成立︑施行後も申

○委員長︵魚住裕一郎君︶ 仁比君︑時間です︒

減らす努力を常に行っているということを国民に

ては︑まず再犯防止を高め︑犯罪と被収容者数を

ただ︑国民の理解を得るためには︑法務省とし

たします︒

と思うんです︒

んですが︑つまり目的は︑収容施設の中の医療は

は連続して減少していますが︑再犯率は過去十数

示す必要があると思います︒さきの委員会でも何

○国務大臣︵上川陽子君︶ 今回の法案が成立し

年連続で上昇しています︒また︑矯正医療費を削

ただきたいと思いますが︑一言御決意いただけま

協力︑御努力をいただきたいと思うんですが︑い

た後ということでございますが︑矯正施設におき

減することも大事でありますが︑認知件数が減っ

社会一般の水準で行われなければならない︑やっ

かがでしょうか︒

ましての人材確保はもとより︑地域の医療機関と

ても再犯率が下がらず︑公費で賄う医療費だけは

度か言われているように︑一般刑法犯の検挙総数

○副大臣︵永岡桂子君︶ 矯正施設での医療につ

の一層の連携強化ということにつきましても様々

増えていると︒それでは︑到底納税者の理解を得

すか︒

きましては︑矯正医官の不足を始めとしていろい

な課題があるということでございますので︑そう

ることはないと思っております︒その視点で︑矯

ぱりこの理念を具体化する上で厚労省としても御

ろと課題があることは承知をしております︒

いう方向に向かいまして取り組んでまいる所存で

正医官確保に関する質問を行いたいと思います︒

厚生労働省といたしましては︑法務省からの依

ございます︒

確保につきましての配慮をお願いをしているとこ

など︑全国の医療関係団体に矯正施設での医療の

しまして日本医師会ですとか︑あとは歯科医師会

かりと協議をしながら︑たゆまぬ改革を進めてま

き続き︑厚生労働省を始めとする関係省庁︑しっ

が非常に大事だということでございますので︑引

被収容者に対する適切な医療の確保ということ

平成二十四年七月に作成された再犯防止に向けた

したが︑国民の皆さんに納得していただくために︑

いると思っております︒そこで︑先ほど話をしま

そして再犯防止策の強化は︑全て私はリンクして

矯正施設の医療体制の向上︑医官の安定確保︑

頼を受けまして︑昨年九月に︑各都道府県始めと

ろでございます︒

いりたいというふうに考えております︒

先ほど先生おっしゃっていらっしゃいました地
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高齢化︑障害者に対する対策はさきの委員会で

す︒

総合対策についての説明をお願いしたいと思いま
ための仕事づくり︑これが大変大事な課題である

課題として︑居場所とそして自立した生活を営む

いうところでございます︒そのための大変大事な

ます︒

で取り組んでまいりたいというふうに考えており

再犯防止につきましては︑そういう意味でも全力

ということで動いているところでございまして︑

十三年がその十年後ということになると思うんで

ということでございまして︑そのための施策につ

先ほど御指摘ございました刑務所出所者の再入

すが︑二十四年に作ったときから考えればですね︒

も何回か聞いておりまして︑地域生活定着支援セ

率の現状とそして目標ということでございますけ

数値目標二〇％以上減少させるということで期待

○田中茂君 法務省の再犯防止に対する努力︑ま

当時の数値目標として︑出所後二年以内に再び

れども︑政府挙げての取組の中で︑出所後二年以

しておりますので︑是非とも頑張っていただきた

きましては︑更に充実したものとしていくべく努

刑務所に入所する者等の割合を今後十年間で二

内の再入所率でございますが︑十年間で二〇％以

いと思います︒

ンターの役割等も聞いておりますので︑そのほか

〇％以上減少させるとしていますが︑現段階での

上減少させるという目標を設定をしているところ

そこで︑矯正施設における現在の年間医療費に

すます頑張っていただきたいと思います︒平成三

数値も分かればそれもお聞かせいただきたいと思

でございます︒そのために︑協力雇用主の皆様を

ついてでありますが︑平成二十六年に公表された

力をしているところでございます︒

います︒

始めとして︑保護司の方々の協力を得ながら︑官

矯正施設の医療の在り方に関する報告書︑これを

にいかなる対策を講じ︑その現状と課題について

○国務大臣︵上川陽子君︶ ただいま法務省にお

民協力してその目標に向かって再犯防止に取り組

の説明もお願いしたいと思います︒

いて取り組んでいる再犯防止対策ということで︑
でございます︒その御理解をいただきながら︑今

の二年以内再入率でございますが︑一八・六％と

再入率ということでありますが︑平成二十四年

これはこの間︑足立先生の資料でも見れるわけで

以上の四万五千四百二十四人となっております︒

七千六百三十七人に対し︑患者数はその三分の二

拝見し︑平成二十四年十月現在の受刑者数が六万

回の矯正医師の問題ということについても御理解

いう状況でございます︒二十三年︑前年が一九・

すが︑日本国民一人当たりの医療費は︑二〇一二

んでいこうということでございます︒

をいただくことができるというふうに思っており

四％ということでございますので︑それに比べて

年度で約三十万七千五百円ですが︑六十五歳未満

大変重要な課題であると︑委員の御指摘のとおり

ます︒

少し減少してきたというところでございます︒

ことでございまして︑平成二十五年段階で約六割

ことでございますが︑上昇をし続けているという

所に入所する受刑者に占める再入者の割合という

よりもその理解と協力を仰ぐということでござい

いは国民の皆さんとの協力関係の構築︑そして何

ても︑地方のあるいは地域コミュニティー︑ある

そうした取組の要になっているのが︑何といっ

も変わらないと思っております︒しかし︑受刑者

医療費も高額になるのは︑一般国民でも受刑者で

そこで︑高齢者の方が罹患する可能性が高く︑

ただいま御指摘でございましたけれども︑刑務

というふうな数字でございます︒世界一安全な国

まして︑そのために︑政務三役を中心として︑現

に係る医療費についてここでお尋ねしたいんです

は十七万七千百円︑六十五歳以上は七十一万七千

日本のための再犯防止ということもございまして︑

地の中でそして協力を仰ぐべく︑キャラバン活動

二百円であります︒

これにつきましては政権挙げて取り組んでいると
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○政府参考人︵小川新二君︶ 近年の被収容者の

について教えていただけませんでしょうか︒

が︑年代別と時系列に︑その内訳︑内容︑増加率

うに考えています︒

が全体に占める割合は近年増加しているというふ

いる状況がございますので︑高齢受刑者の医療費

齢になるほど一人当たりの医療費が高額になって

たり約十六万五千円となります︒

の一日平均︑被収容者数で除した場合には一人当

○田中茂君 先ほど足立先生も何度か同じような

以上でございます︒

医療費︑医薬品代や外部医療機関での診療等の医

八億六千三百万円となっておりまして︑両年度を

ありましたけれども︑平成二十七年度では約五十

ても︑同年度の予算額が約四十億一千四百万円で

収容者が減少に転じた平成十九年度以降を見まし

いますけれども︑基本的には増加しております︒

○政府参考人︵小川新二君︶ 予算書の項で申し

の根拠について教えていただけませんでしょうか︒

定といいますか︑人数︑一人当たりの医療費とそ

るが一人当たりの医療費は増えていると︒その算

ったということですが︑全体の人数は減少してい

○田中茂君 そうしたら︑今年度が五十八億掛か

を含めて︑外部医療機関にも徹底しているのか︑

そういうのがあると私は思っておりますが︑それ

けではなく︑そういった具体的なポリシーですか︑

ック︑六七・九％使っていらっしゃると︒投薬だ

例えば︑先ほどもおっしゃっていましたジェネリ

お考えをお聞かせいただきたいと思うんですが︒

しても︑どうやってコストを削減するのか︑その

質問をされていましたんですが︑医療費の高騰に

比較しますと約四六％の増加という状況でござい

上げますと︑矯正収容費に計上されている医療費︑

その点をお聞かせいただけませんでしょうか︒

以上でございます︒

ます︒この間︑矯正施設内で使用する医薬品等の

すなわち被収容者への薬剤等の医療衛生資材費及

療費の推移は︑年度によって微減したこともござ

経費はほぼ横ばいでありまして︑外部医療機関の

取組につきましては︑先ほど申し上げましたよう

○政府参考人︵小川新二君︶ 医療費の削減への

けれども︑平成二十七年度予算は先ほど申し上げ

に︑後発医薬品の導入に積極的に取り組んでいる

び外部医療機関での通院︑入院費等でございます
ましたように五十八億六千三百万円でありました

ということがございます︒また︑先ほど御説明し

診療経費等の増加が医療費増加の主な原因である

ので︑これを被収容者数で割りますと一人当たり

ましたように︑平成二十五年度に購入した全医薬

というふうに考えております︒
○田中茂君 年代別には分かっていないのでしょ

約九万五千円となります︒

以上でございます︒
うか︒年代別というのは︑六十歳以上とか︑四十

せてございません︒ただ︑平成十七年度以降︑収

の医療費の推移につきましては︑統計は持ち合わ

○政府参考人︵小川新二君︶ 被収容者の年代別

平成二十五年に実際に支給した常勤︑非常勤の医

実際の支給額で計算しますと︑刑事施設における

切り取るのが難しいという実情がございますので︑

つきましては︑予算上︑医療関係の人件費だけを

でございますけれども︑医療費の抑制の観点から︑

すけれども︑これは自由診療の取扱いとなるわけ

の医療機関で受診をした場合の医療費でございま

それに加えまして︑矯正施設の被収容者が外部

品のうちの後発医薬品の割合は六七・九％になっ

容人員が減少しているにもかかわらず︑七十歳以

療関係職員の給与︑それから平成二十五年度に支

受入先病院の理解をいただきまして︑保険診療と

これは人件費が含まれておりません︒人件費に

上の高齢受刑者は四〇％以上増加しております︒

出した医療衛生資材費又は外部医療機関での通院︑

同様の診療点数一点十円の受入先病院を拡大する

歳以上とか︒

また︑厚生労働省の統計上︑御指摘がありまし

入院費等の費用を合算しまして︑平成二十五年度

ております︒

たように︑国民一般の医療費におきましても︑高
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ということで努力をしております︒
今後も引き続き︑後発医薬品の導入促進である
また︑診察の際には︑医療費は全て国民の税金

先ほど来質問もありましたが︑兼業を認めるこ

はなかなかこれは難しいと︑そう思っております︒

の現況の改善に対し︑私自身︑一定の効果が生ま

療費の抑制に努めてまいりたいと考えております︒

により賄われているということであるとか︑ある

とは︑通常︑兼業により本業の効率が落ちないこ

務教官と医療スタッフとの間で情報交換等を行い

○田中茂君 本人による保険負担がなく︑全て公

いは薬剤に過度に依存することは健康面から問題

とがまずもって大前提であると思っております︒

れる︑そして必要性も理解します︒しかし︑医官

費で負担することになる被収容者ですので︑どこ

があるんだということにつきまして︑被収容者に

医師は︑そもそも心身共に過酷なストレスを強い

まして︑医療措置の必要性や緊急性を見極めるな

まで治療することが納税者たる国民の理解を得ら

医師から説諭して︑不必要な投薬治療は行わない

られる職業だと思っております︒また︑矯正医官

不足解消の抜本的対策︑そして社会的評価の向上

れるのか︑なかなか難しい問題だとは思うんです

ようにするとともに︑医師への暴行や脅迫等とい

は受刑者を相手にすることから︑一層のストレス

どして対応することとしております︒

が︑その辺をよく認識して徹底的にその辺は詰め

った事態がないように刑務官や法務教官を立ち会

を強いられるケースも多いと思います︒それを考

とか︑外部医療機関との調整等を行いまして︑医

ていただきたいと思っております︒

わせることとしております︒
こういった対策を講ずることによりまして︑適

えると︑例えば兼業による長時間労働などが生じ

先ほど答弁の中でちょっとお話がありましたが︑
経済的な負担がないために診察や薬剤の処方や検

た場合︑本業に支障を来すおそれがあると思って

○田中茂君 このような姿勢に対して︑モラルハ

現在どのようになっているのか︑お聞かせいただ

切な診療や薬剤投与に努めているところでござい

どのように対応していらっしゃるのか︑対策を含

ザードといいますか︑そういう姿勢に対しては断

けませんでしょうか︒

査などを執拗に求める受刑者がいると︑先ほどの

む今後の方針をお聞かせください︒

固とした態度で臨むということが大事だと思って

○政府参考人︵小川新二君︶ 本法案に基づきま

おります︒

○政府参考人︵小川新二君︶ 先ほども申し上げ

おります︒そうしないと︑医療費コスト削減など

して導入を考えております兼業の許可の特例につ

ます︒

ましたように︑被収容者の中には︑過剰な薬剤を

様々な面で国民の納得をいただくべく努力をして

きましては︑あくまで医師としての能力の維持向

答弁の中でもお話しされていました︒この現状に

要求する者であるとか︑あるいは自己の意に沿う

いただかないと︑とても国民としては疑問に思う

そういう支障を来さないような仕組みというか︑

ような診察︑投薬を執拗に要求する者であるとか︑

上に資する診療を行う兼業につきまして柔軟に認

ら︑矯正施設の医療に支障が生じない範囲で︑ま

だけであると思っておりますので︑その辺は徹底
次に︑求めるべき医療水準についてであります

た兼業による心身の著しい疲労のために職務遂行

時には暴行や脅迫を用いてまで要求を通そうとす

が︑今回の提出案であります勤務環境等の勤務条

上その能率に悪影響を与えるといったおそれがな

めていこうということでございまして︑当然なが

件の改善︑地域医療機関での兼業が可能︑申告を

い場合であることを条件として法務大臣の承認を

してやっていただきたいと思っております︒

考慮した柔軟な勤務時間などを通じて︑矯正医官

るような者︑あるいは刑務作業等から逃れるため
に病気を装う者などもあることも事実でございま
す︒
こういった被収容者につきましては︑日頃から︑
被収容者の動静を把握している刑務官あるいは法
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ってくると思うんですけど︑昨年四月の八日︑通

ほど仁比先生がおっしゃった件にもちょっと関わ

○田中茂君 次に質問させていただきますが︑先

してまいりたいというふうに考えております︒

りまして︑御指摘のような懸念がないように運用

きたいと考えております︒そして︑その運用によ

場合であるとか︑そういった要件を盛り込んでい

務遂行上その能率に悪影響を与えるおそれがない

体的には兼業による心身の著しい疲労のために職

になりますけれども︑その中でも必要な要件︑具

具体的には内閣官房令︑法務省令で定めること

でございまして︑その拘束する国ということにつ

きましては︑強制的に身柄を拘束するということ

れども︑被収容者の健康管理そして衛生管理につ

言ということで引用されていらっしゃいましたけ

○国務大臣︵上川陽子君︶ 谷垣法務大臣の御発

いてお伺いしたいと思います︒

改めて︑そのレベル感といいますか︑その点につ

いのか︒非常に難しい話と思うんですが︑大臣に

に民間医療と同レベルの医療をどこまで行えばよ

考えておられるのか︒保険料負担がない被収容者

ると︑どのようにすれば国民の理解を得られると

受けているわけであります︒そういう背景を考え

も健康保険を支払い︑自らの負担をもって医療を

か︑その辺を徹底的に追求していっていただきた

を得られるようにどのような努力をされているの

○田中茂君 私自身︑とにかく国民の理解︑納得

うに考えております︒

力もいただくよう努力をしてまいりたいというふ

含めて御理解をいただきながら︑また同時に御協

えておりまして︑その意味で︑様々な広報活動も

上も大変重要な意義を有しているというふうに考

そういう意味で︑矯正医療そのものが刑事政策

うに考えております︒

ましても大変大事な不可欠の要素であるというふ

円滑に社会に復帰していただくということにつき

また感染症あるいは精神疾患の治療そのものは︑

与えることを想定をしております︒

常国会で谷垣前法務大臣が︑
﹁矯正施設は︑国家

被収容者に対しましては︑社会一般の保健衛生

いと思っております︒

く︑閉じ込めるわけでございますので︑その中に

及び医療の水準に照らし︑適切な保健衛生及び医

法務省として継続して広報活動の重要性を施策

いての責任であるというふうに考えております︒

いる間︑社会一般の医療水準から見て適正な医療

療上の措置を講じることが法律で定められている

に挙げておられますが︑私は大きく分けて二つの

権力でもって︑収容者をその施設の中に入れてお

が受けられるようにするのは︑これは国家の責務

というところでございます︒その意味では︑そう

オーディエンスがあると思っております︒一つは

次に︑最後になりますが︑矯正医官に関する広

であると申さなきゃいけないと思います︒
﹂と答

したレベルの医療を提供するということについて

医学を志す人々を含めた医療関係者に対してであ

由もなく国家権力が収容するわけでもなく︑当然︑

り︑国民であることも事実であります︒また︑理

再犯あるいは再非行防止のための様々な改善指導︑

ざいましたけれども︑矯正医療につきましては︑

先ほど︑再犯防止との関係で今回の御指摘がご

このような状況を打開するには︑メディアを通

ですが︑大多数であると思っております︒

もその存在すら知らない人が︑矯正医官に関して

アで取り上げることもほとんどないため︑そもそ

報活動についてであります︒

弁されております︒

たゆまぬ努力が必要ではないかというふうに考え

り︑もう一つは広く国民全体であります︒メディ

確かにそのとおりでありますが︑国の責務とい

ております︒

被収容者に帰すべき理由があってそうなっている

あるいは職業訓練の徹底と︑こういう上でも大変

じた積極的な認知度向上も必要だと思っておりま

いますけど︑その責務を支えているのは税金であ

わけであります︒

大事な要素であるというふうに考えておりますし︑

国民には納税の義務があり︑医療を受ける際に
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を通じた認知度向上なども考えてみることも必要

題意識を盛り込んだ映画︑テレビ番組や漫画など

現場の取材は難しいかもしれません︒しかし︑問

すが︑プライバシーの問題などがありますから︑

れで終わりにしたいと思います︒

○田中茂君 時間が来ましたので︑私の質問はこ

ります︒

るための広報活動に努めてまいりたいと考えてお

万九千百五十二件︑少年鑑別所では一万六千七百

では五十五万二千百十一件︑そして少年院では六

しては︑女性刑務所も含めました全国の刑事施設

また︑二〇一四年における診療実施件数につきま

〇一四年における受刑者収容施設の収容人員と患

九十四件となっておりました︒そして︑同年︑二

せっかく来ていただいたかもしれませんが︑割愛

者数及び有病率につきましては︑刑事施設では︑

ほかにも聞きたかったことがあったんですけど︑

お伺いしたいと思います︒
させていただきます︒

収容人員の六万一千百五十二人のうち患者数が四

ではないかと思っておりますが︑その点︑御意見
○政府参考人︵小川新二君︶ 矯正医官関係の医

○谷亮子君 谷亮子です︒よろしくお願いいたし

少年院では︑収容人員二千七百二十七人のうち患

療関係者あるいは国民に対する広報というのは非

本日の議題となっております矯正医官の兼業及

者数千五百八十一人で︑有病率は五八％︒また少

万三百二十二人で︑有病率は六五・九％︑そして

までも各矯正施設におきましては︑地域の医療機

び勤務時間の特例等に関する法律案は︑矯正施設

年鑑別所では︑収容人員七百七人のうち患者数二

ます︒

関等との協議会であるとか︑あるいは矯正医療ア

に収容されている者に対する医療の重要性に鑑み︑

常に大事だというふうに考えておりまして︑これ

ドバイザーの委嘱であるとかを行っておりますし︑

百三十七人で︑有病率は三三・五％となっており

また︑参考までに調べてみましたが︑一方で︑

慢性的な欠員状態が続いている矯正医官について︑
り︑その人材を継続的かつ安定的に確保するため︑

厚生労働省では︑三年に一回︑全国民に対する調

また矯正管区におきましても︑管区長が医学関係
トに︑医師の求人サイト等に広告を掲載するとか

兼業の許可等に関する国家公務員法の特例を設け

査実施時点での入院・外来患者数等について患者

ます︒

といった取組をしております︒また︑本省におき

る等の措置を講じようとするものでございまして︑

調査を実施していらっしゃいますが︑現段階で最

その能力の維持向上の機会を付与すること等によ

ましても︑医学関係の各種学会に広報ブースを出

今日は賛成の立場から質疑をさせていただきたい

の大学で講演をするとか︑あるいはインターネッ

展するなどして認知度の向上に努めているところ

新のものでございます二〇一一年の調査結果では︑

人口一億二千七百七十九万九千人で患者数が八百

と思っております︒
そこで︑まず我が国の受刑者収容施設等をめぐ

ではございますけれども︑まだまだ広報の努力が
必要だと考えておりますし︑特に国民全体への広

我が国における受刑者収容施設全体の収容人員

まして︑非常に低い数値でありまして︑健康であ

ちら人口で割ってみますと六・七％となっており

六十万千五百人となっておりまして︑患者数をこ
の推移につきましては︑これは法務省のデータに

るということにつながっているということで︑い

る状況について触れてまいりたいと思います︒

今年度初めて矯正医療の広報予算が認められま

よりますと︑二〇〇六年の八万六千二百八十八人

いことではないかなというふうに思います︒

報というのは︑これからもっと頑張っていかなけ

して︑約一千九百万円余りの予算を認めていただ

をピークといたしまして︑二〇一三年には六万六

ればいけないというふうに考えております︒

きました︒今後も引き続き︑医療関係者だけでな

千六百七十人と︑こちらは減少傾向にございます︒

こうした現状を踏まえまして︑本日︑以下の質

くて︑国民全体に対する矯正医官の認知度を高め
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