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全国健康保険協会 船員保険協議会（第 28回） 

 

日 時：平成 27年 7月 15日（水）10：00～11:34 

場 所：アルカディア市ヶ谷 5階会議室（大雪）  

 

議 題 

1. 平成 26年度決算について 

2. 船員保険就学等援護費の改定について 

3. その他 

 

岩村委員長： 

それでは定刻となりましたので、ただ今から「第 28回船員保険協議会」を始めることにい

たしたいと思います。 

 本日の出席状況でございますけれども、菊地委員及び立川委員より、ご欠席というご連

絡を頂戴しております。 

 それでは、予定の議事に入らせていただきます。お手元の議事次第にありますように、

最初の議題は「平成 26年度決算について」ということになっておりますので、事務局のほ

うから説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

吉田船員保険部次長： 

はい。それでは、資料 1-1 から、資料 2 まで、まとめてご説明させていただきます。資料

1-1をご覧いただきたいと思います。決算報告書の概要でございます。収支の状況を、予算

と決算を対比してお示ししてございます。収入合計は 470 億円となっておりまして、内訳

としましては、保険料等交付金で 348億円、疾病任意継続被保険者保険料が 13億円で、予

算に対しまして 3 億円増加してございますが、要因としましては、被保険者数が予算での

見込みを上回ったことによる影響で 2億円、1人当たりの保険料の見込みが予算を上回って

いたことによります影響で約 1億円となってございます。その他の 2億円につきましては、

準備金の運用収入が約 9,500 万円、返納金収入が約 1 億円となってございます。累積収支

からの戻入約 15億円は、被保険者保険料負担の軽減相当分を、準備金から繰り入れている

ものでございます。 

 一方、支出につきましては、444 億円となっておりまして、保険給付費が 259 億円で、

予算に比べまして 8 億円減少してございます。要因としましては医療給付費で約 6 億円、

年金給付費約 1億円ほど予算での見込みを下回っている影響でございます。 

 業務経費・一般管理費につきましては、10 億円減少しております。内訳としましては、

健診関係で約 1 億円の減少、特別支給金が予算での見込みを 4 億円下回ったことによりま
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すこと、もう 1 つは人件費、システム保守経費とか、システム開発費などの一般事務経費

の減による影響が約 2億円となってございます。その他の 2億円の主なものとしましては、

職務上年金給付等交付金の前年度分の返還金となってございます。結果、収支差が 25億円

となっているところでございます。 

 資料 1-2をご覧いただきたいと思います。決算報告書につきまして、科目ごとに整理させ

ていただいております。概要をご説明させていただきましたので、ここでは説明を省略さ

せていただきたいと思います。 

 資料 1-3をご覧いただきたいと思います。財務諸表でございます。3ページをご覧いただ

きたいと思います。損益計算書でございます。経常費用の詳細を記載しております。合計

につきましては、4 ページをご覧いただきたいと思います。4 ページの右上でございます。

経常費用合計は、443億 1,366万 7,828円となっております。経常収益につきましては、下

から 7 段目にございます経常収益合計としまして、452 億 108 万 2,868 円となってござい

ます。当期純利益は、一番下の 9億 563万 3,774円となっております。 

 先ほど、決算報告書の概要で、収支差 25億円とご説明しておりますが、この損益計算書

では約 9 億円の純利益となってございます。その違いは、被保険者の保険料負担軽減分に

つきまして、準備金より戻入をされています約 15億円を、決算報告書上では収入というこ

とで位置付けておりますが、損益計算書上は収益に計上されていないことによりまして、

乖離が生じているというところでございます。 

 1ページに戻っていただきまして、貸借対照表でございます。資産の部の流動資産の合計

は、右上の 126 億 2,491 万 4,976 円となっておりまして、現金及び預金が約 103 億円、未

収入金約 26 億円につきましては、3 月までに国で収納された保険料等で、4 月に保険料交

付金として国から交付されるものや、未収の返納金債権などで、約 26億円を計上している

ところでございます。 

 下から 2 段目の固定資産合計につきましては、22 年度から運用を開始しております金銭

信託の約303億円を含め、合計は約305億円となっており、資産合計は430億8,644万4,731

円ということになってございます。 

 おめくりいただきまして、負債の部でございます。流動負債の合計は約 34億 6,100万円

となっておりまして、主なものとしましては、未払金約 32 億 9,000 万円を計上しており、

これは 4 月当初に支払います、前期高齢者納付金などの拠出金、また 3 月以前に申請を受

け付けまして、4月以降にお支払する現金給付などを、未払金として計上しているところで

ございます。また、前受収益としまして、3月に納付された任意継続の前納保険料、1億 2,867

万 5,125億円を計上しております。 

 純資産の部では、資本金は全額が全国健康保険協会が船員保険を承継した際の政府出資

となってございます。準備金が約 378 億 7,000 万円、また当期純利益としましては、損益

計算書で計上されました約 9 億 600 万円を計上しております。うち退職給付会計基準適用

に伴う影響額△2,102万 2,576円につきましては、今期会計基準の変更に伴いまして、退職
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給付債務等の計算方法を見直したことによります影響額について、変更前と変更後の差額

を、ここで計上しているところでございます。純資産合計は約 392 億円となりまして、負

債と純資産の合計は 430億 8,644万 4,731円となってございます。 

 5ページをおめくりいただきまして、キャシュフロー計算書でございます。これは現金の

出入りを示したものでございますが、下から 3段目の資金の増加額が、約 10億円となって

おりまして、期首残高約 93億円に対しまして、期末残高は約 103億円となります。貸借対

照表の現金及び預金の額と、ここが一致するというところでございます。 

 6ページをおめくりいただきまして、利益の処分に関する書類でございます。当期未処分

利益は約 8 億 8,461 万円となってございまして、利益処分を行った場合、準備金の残高は

387億 5,264万 1,225円となるところでございます。 

 7ページ以降、注記事項等になりますので、説明は省略させていただきます。 

 続きまして、資料の 1-4でございます。「事業報告書（案）」ということでお示ししており

ますが、4ページ、5ページをご覧いただきたいと思います。加入者数及び船舶所有者数の

状況でございます、図表 2-1 をご覧いただきたいと思いますが、26 年度被保険者数は右上

の 57,750 人で、対前年度 0.2％の減ということになってございますが、ここ数年をみると

減少率は鈍化している状況にあるところでございます。これは、汽船の被保険者数が増加

していることによる影響によるものでございます。 

 加入者数につきましては、被扶養者の減少ということがありまして、1.6％の減というこ

とになっておりますが、ここも若干減少率が鈍化している状況にある、ということところ

でございます。 

 一方、平均標準報酬月額をご覧いただきますと、ここ 3年間は上昇傾向にございまして、

26年度は 1.5％増と大きく伸びたところでございます。初めて、21年度の 39万 4,901円を

上回る水準まで達しているところでございます。これは漁船員の方の報酬が昨年に引き続

き、伸びている影響によるものでございます。 

 5 ページは、年齢構成の比較でございますが、50 代を境に被保険者の割合が多くなる、

という特徴は変わってございません。下の表にありますとおり、21 年の 9 月と 27 年 3 月

を比べますと、5年半で平均年齢が約 1歳若くなっている、という状況でございます。 

 6ページ、7ページでございます。医療費と保険給付費の動向でございます。医療費の総

額は図表 3-1をご覧いただきたいと思いますが、加入者数の減少によりまして、前年度 0.6％

の減となってございます。このうち自己負担を除く医療給付費の中で、「現金給付費（注 1）」

というところが約 2,300万円、6％増となってございます。これは高額な海外療養費が発生

したことによります影響によるものでございます。 

 これを加入者 1 人当たりで見ますと、右の上の図表 3-2 になってございますが、医療費

総額は、26 年度 18 万 9,794 円ということで、1.1％の増となっております。1 人当たりの

医療費は、依然として増加傾向にございますが、1％台程度の増加に落ち着いているところ

でございます。 
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 図表 3-3から、次のページの 3-5までは、内訳でございますが、ご説明は割愛させていた

だきたいと思います。 

 9ページの年金給付の動向でございます。図表 3-6になりますが、職務上の事由による上

乗せ給付と、経過的な職務上の事由による年金給付を、計上させていただいております 

 おめくりいただきまして、10 ページ、11 ページでございます。これは平成 27 年度予算

編成と保険料率決定までの動きでございまして、図表 4-1をご覧いただきながら、お聞きい

ただければと思います。27 年度につきましての保険料率 10.10％、これは 3 年連続据え置

いているところでございます。27 年度の保険料率を決定したときの状況につきましては、

10 ページの①、②、③とございます。①は、26 年 12 月の船員保険協議会において審議い

ただいた時点では 27 年度の年度収支は約 13 億円の黒字が見込まれておりましたが、被保

険者保険料負担軽減分として、準備金を約 15億円取り崩した上での黒字であったというこ

とが 1 つ。また、②の中では、中期財政見通しがなかなか厳しい見通しであったこと。ま

た、3つ目は、今後の高齢者医療制度への拠出金の負担も、依然、高水準で見込まれること

など、財政運営を考える上では、基本的な環境が大きく変わっていないということから、

27年度も据え置いたところです。 

 災害保健福祉保険料率につきましては、27 年度の年度収支は約 9 億円の赤字が見込まれ

ているところでございましたが、一定の準備金を保有していたということから、それを取

り崩すことを前提に据え置いたところでございます。 

 2の決算状況につきましては、先ほどご説明いたしましたので割愛させていただきたいと

思います。 

 13ページをご覧いただきたいと思います。船員保険事業の概況でございます。14ページ

をご覧いただきたいと思いますが、14ページ（1）でございます。船員保険データヘルス計

画の策定でございます。2行目から書いてございます。健診の結果データを分析した結果に

よりますと、船員保険の加入者の方には、黒いポツ 2 つの特徴があることが確認されたと

いうところでございまして、1つ目のポツは、下の図表 5-1をご覧いただければと思います

が、メタボリックシンドロームの方の割合が高い。下の図表 5-1でいきますと、一番下の組

合健保 18.6％に対して船員保険は 26.2％であり、メタボリックシンドロームの方の割合が

高い、ということが 1つ。 

 もう 1 つは、右側の図の 5-2 をご覧いただきたいと思いますが、喫煙率です。国民健康

栄養調査の国民全体の喫煙率と比べますと、船員保険の喫煙率が 44.6％で、大幅に高いと

いうところ、こういう 2 つの特徴があるということが確認されたというところでございま

すが、この要因としては、船員の方々が働いておられる環境が、陸上とは大きく異なって

おりまして、食事面とか、運動面などに一定の制約があることなど、職場環境の違いとい

うことが大きく影響しているのだろうと思われます。 

 しかしながら、メタボリックシンドロームの方や、喫煙率は、将来に大きなリスクを抱

えておられるということでございますので、そのような環境の中で、船員の方たちが改善
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を図るということは、なかなか簡単なことではないと思っておりますが、少しでも船員の

方々が取り組める健康づくり、あるいは船員の方々の健康意識が少しで向上されるような

取り組みを展開していくこととしております。 

 その際には、14 ページの下から 2 行目にございます関係団体や船舶所有者の皆さまと協

働することが不可欠でございますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 情報提供・広報の充実につきましては、16ページをご覧いただきたいと思います。16ペ

ージの上段の右の図表でございます。船員保険ホームページアクセス件数ということで、

加入者や船舶所有者の皆さまに役立つ情報提供などに努めまして、対前年約 20％の増加に

なっているところでございます。 

 また、図表 5-5 にございますメールマガジンにつきましては、26 年 8 月から配信を開始

させていただいております。27年 3月末時点で 432人の方に登録いただいております。直

近では 456 人まで登録いただいておりますけど、まだまだ人数は少ない状況でございます

が、広報とともに、内容の充実を図ることなどによりまして、引き続き登録者拡大に努め

ていきたいと思っております。 

 17ページ、19ページは、船員保険のしおりやリーフレットにつきましてご参考に掲載し

ておりますので、ご覧いただければと思います。 

 20 ページの⑤でございます。関係団体のご協力等による広報でございまして、2 行目に

書いてございます機関誌等への掲載件数は 25 年度の 43 件から、26 年度は 62 件と大幅に

増加しております。ご協力ありがとうございました。27 年度も引き続きよろしくお願いし

ます。 

 （3）のジェネリック医薬品の使用促進の取り組みにつきましては、下に黒いポツ 2つご

ざいます。1つ目は「ジェネリック医薬品軽減額通知」を送付して、ジェネリック医薬品に

切り替えることで、どれだけ医療機関等での窓口負担が軽減されるかをお知らせするもの。

2 つ目は、「医薬品希望シール」を送付して、保険証等に貼ることで加入者の方たちが医師

や薬剤師に、ジェネリックを希望する意思を伝えやすくするという取り組み。この 2 つの

取り組みを柱に行っているところでございます。医薬品の軽減額通知の効果につきまして

は、21ページの図表 5-5をご覧いただきたいと思います。 

 24 年度は、軽減額通知を 1 回送っておりますが、25 年度、26 年度は 2 回送っておりま

す。図表の中の黒いところが実際に切り替えていただいた方の人数を掲載しておりますけ

ど、26 年度の 2 回目には、その数がございません。現在、集計しておりまして、今回は 1

回目の切り替えの実績のみを計上しているところでございます。 

 25 年度の 1 回目をご覧いただきますと、軽減額通知を基に切り替えていただいた方は

1,256 人であり切替率は 21.7％。26 年度の 1 回目でいきますと、26.3％の方に切り替えて

いただきました。これを医療費で換算しますと、25 年度は 2 回の軽減額通知の合計の効果

が、約 3,250 万円と見込んでおりますが、26 年度につきましては、1 回目の軽減額通知に
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よる効果だけで月額約 380 万円。これを単純に年間で推計しますと、約 4,510 万円の財政

効果が得られたというところでございます。27 年度は、さらに送付件数の拡大を図りなが

ら、ジェネリック医薬品の普及を図っていきたいと思っております。 

 22 ページをご覧いただきますと、ジェネリック医薬品の使用割合の数量ベースの図表を

掲載していますが、船員保険のジェネリック医薬品の使用割合は 27年 3月で 61.9％になっ

てございまして、国が今目指しております平成 30 年 3 月までに 60％という目標は達して

おりますけど、次の目標に向かいまして、先ほどの軽減額通知等の拡大を図りながら引き

上げを図っていきたいと考えております。 

 （4）のレセプト点検の効果的な推進でございます。これは 23 ページの図表 5-7 と図表

5-8をご覧いただきたいと思います。例年、図表 5-7の数字をお示ししておりますが、今回

から図表 5-8の効果額をお示ししているところでございます。この違いにつきましては、下

の米印に書いてございますが、図表 5-8の数字といいますのは、保険者のレセプト点検を経

まして、支払基金に再請求がなされたレセプトのうち、支払基金のほうで査定されて、保

険者の支払い金額が確定したものを集計したものでございまして、財政的な効果が確定す

るという数字でございます。 

 一方、従来の図表 5-7の数字といいますのは、2段目に書いてございますが、支払基金か

ら医療機関に返戻されて、再度、医療機関から請求されているものも含まれておりますの

で、財政効果としてはすべて計上できないということもございまして、26 年度から目標指

標としましては、図表 5-8 の加入者 1 人当たり診療内容等査定効果額を採用しているとこ

ろでございます。実績につきましては、1 人当たりの効果額は 113 円、対前年△5.8％とい

うことで、効果額が落ちてございます。 

 要因としましては、22 ページの一番下の段落に書いてございます、支払基金で行います

1 次審査の強化が進んでおりまして、保険者による点検の効果が出にくくなっていること、

またもう 1 つは、レセプトの自動点検システムというのがございます。自動点検システム

とは、検査だとか、処置などの診療行為の回数とか、薬剤の投与量や投与日数が超過して

いないか、いわゆる過剰投与になっていないかどうか、などの条件を入れまして、機械的

に疑わしいレセプトを抽出する機能でございます。 

 こういった機能につきまして、船員保険では、26 年度から導入しておりますが、導入し

たのが、年度後半からだったということもございまして、年度内に、十分結果が反映され

ていなかったことなどが、要因として考えられると思っております。 

 23 ページ、下の⑤でございます。被扶養者資格の再確認でございます。これは 2 行目に

書いてございますが、加入者数によって負担額が決まります高齢者医療への拠出金につき

ましては、被扶養者の資格喪失届が未提出の方などがおられますと、拠出金が増えること、

ひいては保険料負担に影響する、ということがございまして、毎年「被扶養者資格の再確

認」を船舶所有者の皆さまに協力をお願いして、実施しているところでございます。 

 24 ページの 2 段落目でございますが、222 人の被扶養者資格喪失の届け出漏れが確認さ
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れまして、高齢者医療制度への拠出金が約 1,600 万円削減が見込まれるところでございま

す。 

 27 ページにつきましては、サービススタンダードの達成でございます。2 段落のところ

に書いてございますが、給付金の支払いを受付から 10営業日以内に振り込むということを

目指しておりまして、26年度は年度を通じまして 100％、25年度に引き続きまして達成し

ているというところであり、平均所要日数は 5.9日になっています。保険証の発行に要する

日数につきましても、目標指標であります 3 営業日以内を達成しているところでございま

す。（2）の現金給付等の支給状況につきましては、28ページ、29ページに掲載してござい

ますので、ご参考までにしていただければと思います。 

 30ページの図表 5-12をご覧いただきたいと思います。今年度からこの図表を掲載させて

いただいております。これは 30 ページの下から 3 行目に書いてございますが、26 年度に

おきましては、職務上上乗せ給付は 947 件、特別支給金関係については 378 件、経過的特

別支給金につきましては、78件の申請勧奨を行いましたが、図表 5-12は、そのうち 24年

4月に設けられました特別支給金と、24年 12月に設けられました経過的特別支給金の実績

を、今年度の事業報告書から掲載しているところでございます。 

 31ページが、お客さま満足度調査の実施でございまして、図表 5-13のほうをご覧いただ

きたいと思いますが、26年度はすべての項目において、25年度を上回っていますが、事務

処理に要した期間に対する満足度は 79%と低いわけですけれど、前年度に比べましては全

体として一定の評価はいただいているんではないかと思っております。 

 33 ページをご覧ください。保健事業の効果的な推進ですが、図表 5-16 につきましては、

船員保険の健診・保健指導の実施率の目標となってございます。特定健診と書かれている

ものの中の、被保険者のところの生活習慣病予防健診といいますのは、船員保険会を中心

としまして、協会が実施している健診でございます。 

 また、手帳証明とは、協会が実施する生活習慣病の予防健診を受けておられない方に対

して、船舶所有者などから船員手帳に掲載されている健康証明部分のコピーをお送りいた

だいているものであり、その取得率の目標を 26年度は、26％としているところでございま

す。 

 なお、手帳証明につきましては、26 年度分のコピーにつきまして、今月 7 月末を目途に

船舶所有者様に提出をお願いしているところでございまして、現時点は集計できておりま

せん。例年、事業報告書には、1年前の 25年度の実績を掲載しているところでございます。 

 その実績につきましては、35ページに掲載してございます。26年度を見ていただきます

と、生活習慣病予防健診 40～74 歳とございます。実施率 35.9％、目標が 38.5％というこ

とで、ここはいっそうの取り組みが必要というふうに考えてございます。 

 1つ飛ばしまして、特定健康診査、被扶養者の 40から 74歳まででございます。15.7％。

これは目標を 14％としてございますので、目標を 26年度はクリアできたというところでご

ざいます。 
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 特定保健指導につきましては、被保険者と被扶養者がございます。6カ月評価といいます

のは、初回面談を行いまして、6カ月間、保健師さんによる保健指導を受けていただいた人

数を計上してございます。25 年度までは、その年度に初回面談を行って、その年度内に保

健指導が終了した方というのを 6カ月評価として、人数を計上しております。したがって、

年度をまたいで終了した方は、翌年度の実施者数にも含まれない、ということになるため、

事業報告で実施状況をお示しする点では、26 年度からは年度内に 6 カ月の保健指導が終了

した方を、すべて掲載するほうが適当と考えて、見直したところでございます。 

 したがいまして、26年度は数字が 2つございます。従来のその年度に初回面談を行って、

その年度に 6 カ月が終わった方は、210 人おられました。しかしながら、26 年度中に保健

指導が終わった方をカウントしますと 528 人ということで、13.3％ということで、目標の

13％を達成しているというところでございますが、被保険者の場合は、手帳健診を含めて

保健指導の実施率というのを算出することになっており、手帳健診のデータは現在 26年度

を集計中でございますので、最終的には被保険者の保健指導の実績が出るまでにはもう少

し時間がかかるところでございます。ご容赦いただきたいと思います。 

 一方、被扶養者の場合は手帳健診というものがございませんので、6カ月後評価の 12.4％

ということで、目標の 6％を大幅に上回っております。 

 36 ページをおめくりいただきますと、図表 5-21 は、国へ報告するベースということで、

年度途中で加入・脱退した方が含まれておりませんので、前ページの実績とは率が一致し

ていないところでございます。37 ページにつきましては、健診の取り組みのポイントを記

載させていただいております。 

 38 ページにつきましては、（3）の加入者に対する生涯にわたる健康生活支援のための総

合的な取り組みでございます。①、②、③と 3つございます。1つ目がオーダーメードの情

報提供冊子の送付、2つ目が出前健康講座、3つ目が健康度カルテということでございまし

て、①につきましては、下から 3行目に配付状況がございますが、26年度は約 6,700 部を

個別にお送りしております。対象者につきましては、39 ページ、ア、イ、ウに書いてござ

います。アは保健指導の対象者、イは糖尿病・脂質異常などの疑いのある方で、要治療域

の方、ウは初めて健診の対象者になった方、この 3 つの方に対しまして、約 6,700 部をお

送りさせていただいております。 

 出前健康講座につきましては、昨年と同様に 11回の開催になっております。27年度は広

報とか、関係団体との連携に力を入れておりまして、6 月末現在で出前健康講座 17 回の開

催ということになっておりまして、27 年度は大幅に増える、というふうに見込んでおりま

す。 

 健康度カルテにつきましては、血圧とか、脂質といった生活習慣に関わるリスクの保有

率などを、自分の会社と船員保険に加入する全体の方たちと比べて、どれだけ乖離してい

るかということを、レーダーチャートなどによりまして、相対的に確認できるものです。

これを船舶所有者を訪問の上で提供させていただいている取り組みであり、モデル的に 26
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年度から実施しておりまして、27年度は拡大を図っていきたいと思っています。 

 40 ページでございます。40 ページの図表 5-23 も今年から実績を入れさせていただいて

おります。40 ページの中ほどにございます無線医療助言事業につきましては、事業の担い

手であります旧船員保険病院の運営主体が、26 年度以降に地域医療機能推進機構に変更さ

れた関係で、要請先のメールアドレスが変更になったこと等について、加入者や船舶所有

者に対し、周知・広報を図りまして、円滑な移行・継続に努めているところでございます。 

 保養事業の中の入浴利用数というのが、3,148、前年に比べて増えております。これは神

戸のみのたにグリーンスポーツホテルが、昨年 12月より、日帰り入浴サービスを開始した

ことによりまして、利用者数が大きく伸びているところでございます。 

 また、26 年度からスタートしました旅行代理店を活用した保養施設利用補助事業につき

ましては、近畿日本ツーリスト、日本旅行の契約宿泊施設を利用した方は、お一人 1泊 3,000

円の補助を行うという事業でございまして、26 年度は初年度ということもございまして、

利用者数は 214 人となってございますが、このうち、約 6 割の方が、今年に入って補助金

の請求がございまして、27 年度の 4 月、5 月を見てみましても、前年度に比べて大きく伸

びておりますので、事業が浸透するまでには、もう少し一定の時間が必要ではないか、と

いうふうに思っております。 

 41ページから 43ページは、協会全体として組織運営、業務改革の取り組みについて整理

してございますので、また後ほどご覧いただければと思います。 

 44ページ、45ページは、東日本大震災における対応としまして、原発事故に伴う警戒区

域の被災者の方に、（1）の医療機関における一部負担金の免除、（2）の健診の自己負担の

還付を、引き続き行っているところでございます。 

 46、47ページは、26年度の総括をさせていただいております。46ページから 47ページ

の中ほどぐらいまでは、今までご説明した取り組みを改めて整理させていただいておりま

す。一定の取り組みができたのではないか、というふうに考えておりますが、被保険者の

健診につきましては、いっそうの取り組みが必要だと思ってございます。 

 また、決算からは、財政的にも、比較的安定した 1年であったと評価してございますが、

下から 8行目ぐらいにございます、「しかしながら」のところからでございますが、収入の

うち、毎年準備金を約 15億円取り崩していること。加入者 1人当たりの医療費が 4年連続

増加している、ということもございます。また、高齢者の医療を支えるための支出が依然

として、支出全体の 3 分の 1 を占めているということなどから、中長期的な観点から、慎

重な事業運営を継続していく必要がある、と総括してございます。 

 48ページでございます。今後の運営でございます。一番上に書いてございますが、26年

度に策定しました「船員保険データヘルス計画」、これを着実・効果的に実施することが重

要と考えてございます。その際のポイントになりますのが、先ほどお話ししましたように、

船舶所有者の方とか、関係団体と協働して、職域全体で推進していくことが重要だという

ふうに考えてございます。 
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 一番下から 3 行目になりますが、今後とも船員労働の特性を十分考慮した事業実施を図

るとともに、各種指標の動向、中長期的な財政見通し等を踏まえながら、安定的な事業運

営に努めてまいります。引き続き、ご支援のほどよろしくお願いいたします。 

 49 ページ以降は、目標指標、決算報告書等になっておりますので、説明は割愛させてい

ただきたいと思います。 

 続きまして、資料 2 でございます。船員保険勘定準備金の運用状況について、でござい

まして、3 に書いてございますとおり、5 年国債により運用を行っております。2 のほうに

書いておりますが、当期実現利益額は約 8,600 万円、当期実現利回りは 0.285％、昨年 25

年度が 0.288％ですので、若干、利回りが落ちているというところでございます。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。それでは、ただ今、一連の資料に基づきまして、平成 26年度決

算のご説明をいただいたところでございます。これにつきまして、ご質問などありました

ら、お願いをしたいと思います。 

 では、大谷委員、どうぞ。 

 

大谷委員： 

資料 1-4 の 4 ページについて教えていただきたいのが、疾病任意継続被保険者が昨年と比

べて約 180 人ほど減っています。それにも関わらず、保険料が予定額から 3 億円増えてい

ますが、その要因は、標準報酬月額の増加と考えてよろしいのでしょうか。 

 

岩村委員長： 

お願いします。 

 

吉田船員保険部次長： 

はい。疾病任意継続被保険者の場合、予算上も減少を見込んでいたわけなんですけど、思

った以上に減りが少なかったということが 1 つと、また予想以上に報酬が高かったという

要因がありまして、その 2つで乖離が出ているということでございます。 

 

岩村委員長： 

ほかにはいかがでございましょう。では、新見委員どうぞ。 

 

新見委員： 

はい。要望事項 2 点ほど申し上げたいと思います。資料 1-4 にあります、31 ページのお客

さま満足度調査で、年々、平成 23 年度から 26 年度、もともと、例えば、事務処理に要し
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た満足度が 38.9 から、26 年度は 79％まで上がっているということで、これは皆さまのご

尽力で上がっていることかと思いますが、これがより、もっと向上していくように、引き

続きお願いいたします。 

 あと、もう 1点ですけれども、48ページにあります、今後の運営にありまして、「船員保

険データヘルス計画」を行う上で、データの収集があるかと思うんですけれども、先月で

したかね。データが流出してしまって、いろいろ問題になっていることも多々ありますの

で、データ管理のほうと、情報管理のほうは、引き続き厳格にお願いしたいということで

す。以上です。 

 

岩村委員長： 

はい、ありがとうございます。ご要望ということで承る、ということにしたいと思います。

ほかはいかがでございましょうか。では、はい、高橋理事のほうでお手が上がりましたの

でお願いします。 

 

高橋理事： 

今、新見委員のほうからお話がちょっとございましたが、先月、6 月の 17 日に、公表いた

しましたけれども、私ども協会の職員の端末 4 台が、外部とのサーバーとの間で、通常し

ないような通信があったということで、不審な通信があった、ということを公表いたして

おります。ただ通信をしたという記録はあるんですが、何かデータが出ていったというよ

うな痕跡は、ちょっとまだありません。ですから、警察にお願いして、調査を続けており

ますけれども、今のところは、そのデータは出ていないのではないか、というふうには一

応見ております。そこだけ、ちょっと 1点付け加えさせていただきます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。ほかには、では大内委員どうぞ。 

 

大内委員： 

今のお話、含めて、何点かの質問をしたいと思います。今のデータが流れたかどうかとい

うことと、直接関係あるかどうか分かりませんが、この協会から流されてきたメール以降、

思い当たるところの節がないところから、いろいろなメールが、私のところに飛び込んで

くるようになりました。全然、一切、変なところ関わりを持つようなメールのやりとりは

したことがないんですけれども、外国からもメールが入ってきますしね。変な、これのせ

いなのかどうなのかということで、私どもの担当の者に、全部チェックをさせましたけれ

ども、なかなか追求し切れないということでありました。そのことだけ、ひとつ申し上げ

ておきたいと思います。これは、私だけかもしれません。 

 それから、資料の 1-4の 20ページについて、でございます。先ほどのご説明で、ジェネ
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リック医薬品の促進ということで、かなり力を入れられて、進められ、それで財源がこれ

だけ節約になってくると。こういうお話でございました。そこで、実は、『週刊文春』の 4

月 16日号と、これ、5月に出されたゴールデンウイーク号というやつ。5月 7日と 14日号

の併合号ですね。実は、ジェネリック薬品について、危険だという記事が掲載をされてお

ります。そこで、ジェネリック薬品を推進する。記事の内容はもう申し上げなくても、た

ぶん皆さん、ご承知だと思いますので、推進する立場で、この記事、記載内容に対して、

そうではないんだということを、明確に周知すべきではないのかというふうに思います。

私はこれを詳細に読んでみて、実は私もいろんな持病を抱えているもんですから、ジェネ

リック薬品を使ってくださいということで、協会から何回か私のところにお手紙が来まし

て、途中で切り替えたやつもあります。 

 しかし、これでもって読みますと、実は私の持っている持病の薬を、ジェネリックに変

えると、重大な問題が発生しかねない、というような記事が載ってましてですね。これ、

そういうことで、協会には申し訳ないけれども、医師の処方せんどおりに、また戻しまし

た。そこで、ちょうど厚生労働省の委員が出ておられるので、お聞きしますけれども、ド

クターには、どのようなご指導をされているのか。ドクターが信頼する処方せんというこ

とで、ジェネリックを信頼していれば、ジェネリックの処方せんを書いて出す、というこ

とになると思うんですけども、これが私、いろんなところの病院にかかっているわけでご

ざいますけれども、そういうやつが 1 つもない。それで、協会からはこういう話がどんど

ん飛び込んできているということで。財源だけの問題で、ジェネリックを使えと。あるい

は政府の目標が 8 割だと、こういうことで言われておられるようですけれども、その辺の

ところで、実際に処方せんを書くドクターに対しては、厚生労働省として、どのようなご

説明をされているのか。その辺をお聞かせ願いたいというふうに思います。 

 それから、次の点は、この資料の 1-4の 23ページと、26ページに関係するところなんで

すけども、下船後の療養補償に関する周知というのが、23ページに記載されておりまして、

26 ページに、そのリーフレットということで、記載されております。このリーフレットを

読んでみますと、いったいどっちが本当なの、というふうに疑問を、今、読んでいて、よ

く分からない、というのが正直なところです。 

 まず、どこがということで言いますと、このリーフレットの上から 2 つ目の黒ポツ。黒

い四角■のところですね。ここのところで、「療養補償の対象となる病気やけがは？」とい

うことで、クエスチョンマークついて、その下に記述がございます。途中から読みますと、

「職務遂行性（雇用契約に基づき船舶所有者の指揮命令下にあること）が認められるもの

は「乗船中」と同じ取扱いになります」。こう書いてございます。 

 その下の段の△で、びっくりマークというんでしょうか。ここのところを読みますと、「下

船後 3カ月の療養補償の取扱い上、「下船」又は「乗船」とは、実際に船舶から陸上に上が

ること（停泊中の上陸を含みます）、又は陸上から船舶に乗り込むことをいい、「雇入れ」

又は「雇止め」を意味するものではありません」。その下にアンダーラインが引いてありま
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して、「雇入契約存続中に発生したものであっても、「乗船中」でないものは原則として対

象外です」というふうに書いてあってですね。この前段の部分と、後段の部分は、一体ど

ういうふうに理解をすればよろしいのかと。これはどういうことを指して、こういう書き

方になっているのか、ということをご説明いただきたいというふうに思います。 

 それからもう 1 点。同じ資料の 1-4 のところの 38 から 39 ページにかけてです。船員手

帳の健康証明書データの取得と、それから③の健康度カルテの提供ということです。それ

から、これは、なぜこの部分がということで申し上げますと、1つは今、厚生労働省でプラ

イバシーの認証制度ということで、進めると。実施をされると、こういうふうに聞いてお

りまして、プライバシーの認証制度というのは、洋上で、例えば病気になったときに、今

まで健康診断を受けて、1年に一遍ずつ健康診断を受けてて、それで、その人の健康状態の

蓄積というのは、その健診データに入っているわけですけども、プライバシー認証制度と

いうことで、そのことから言うと、そのデータは外には出せないと。こういうことも聞い

ておりまして、そうすると、このプライバシー認証制度と健康度カルテの提供という、こ

の部分との関係は、一体どういうふうに考えたらいいのかということで、その辺について

教えていただきたい、というふうに思います。以上でございます。 

 

岩村委員長： 

はい、ありがとうございました。それでは、順次、事務局のほうでお答えをいただければ

というふうに思います。 

 

長門理事： 

順不同になりますけれども、取りあえず、私のほうからご説明させていただいてよろしい

でしょうか。 

 まず、最後の点についてですが、38 ページの健康証明書データの取得、それから健康度

カルテの提供を行うに当たって、プライバシーとの関係についてご質問がございましたが、

まず船員手帳の健康証証明書データを提供していただく際には、基本的にご本人の了解を

得た上で、提供していただくこととしております。ご本人の了解を得た上、データを提供

いただいておりますので、個人情報保護の原則には抵触しない形で取得が図られていると

考えております。 

 それから、健康度カルテの提供に当たりましては、これは個人を特定できない形でデー

タ処理をいたしております。船舶所有者ごとに被保険者全体のデータとして処理した結果

を、船舶所有者の方に提供しておりますので、個人情報の保護の対象になるような情報提

供はございませんが、非常に被保険者の数が少ないような船舶所有者の場合には、個人が

特定できる場合がございますので、そういう場合には、健康度カルテの提供は行えないと

考えております。この取組みについては、被保険者が一定数以上いらっしゃる船舶所有者

において、個人が特定できないような形でデータ処理ができる場合に実施させていただく
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ということで進めております。 

 

 

岩村委員長： 

はい、続けて。 

 

長門理事： 

それから、下船後の療養補償に関するご照会がございましたが、療養補償制度は、確かに

なかなか理解いただきにくい制度かとは思います。それ故、関係団体等のご協力もいただ

きながら、年に数回、複数回にわたって広報を実施いたしており、26 ページに掲載されて

いるものは、そうした広報用のリーフレットの１例でございますが、先ほどご照会がござ

いました「乗船中」の取扱いですが、もともとこの下船後の療養補償制度ができました背

景としては、長期間船に乗っていらっしゃることで、医療機関の利用が制限されるという、

船員労働の特殊性ということがあって、職務外の傷病であっても、下船されてから 3 カ月

の間は、10割給付を行うという制度ができているわけでございます。 

 ですから、基本的には、「乗船中」に発生した傷病に限って、その給付が行われるわけで

すが、実際の船舶の運行に当たっては、港に一時停泊して、そのときに船員の方が一時的

に上陸される場合がありますので、「乗船中」の解釈についてお問い合わせをいただくこと

があります。先ほど最初にご指摘があった、黒四角■のただし書きのところで、「乗船前や

再乗船までの間であっても、船員として職務遂行性が認められるものは、「乗船中」と同じ

取扱いになります」という記述について申し上げますと、例えば、港に入って上陸して買

物に出るということがございますが、その買物が、例えば、船員の食事の材料を買いに行

くということであれば、これは職務の一貫ということですので、その場合は、「乗船中」と

いうことになります。 

 その一方で、私用で、例えば、自分の私物を買いに上陸され、怪我をされたような場合

には、「職務遂行性」がないので、「乗船中」には当たらないというのが、国交省の解釈で

ございますので、それに基づいて、私どもにおいても、下船後の療養補償の対象にはしな

いという取扱いとさせていただいております。そういう意味で、ご指摘の記述は、一時的

に上陸されている場合であっても、「職務遂行性」ということに着目して、「乗船中」とみ

なされ、保護の対象となる場合があることをご説明したものです。 

 それから、雇入れ契約との関係に関する記述ですが、船員の方は、雇入れ契約中であっ

ても、上陸され、船から相当期間離れて、自宅で待機していらっしゃるような場合があり

ます。その間においては、医療機関に受診等に出向かれることは可能であり、受診が制限

されているというわけではないので、そういう場合には、雇入れ契約が存続中であっても、

下船後の療養補償の対象とはならない場合があることのご説明をここで書かせていただい

ております。 
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 この「乗船中」の解釈については、事例ごとに、個別に判断していかざるを得ない面が

あり、事情をよくお聞きして、判断していかざるを得ないということかと思います。です

から、こうしたリーフレットにおいても、一般的なご説明では分かりにくいのかと思いま

すが、今後は、もう少し分かりやすくご説明できるように、さらに改善を図ってまいりた

いと思います。 

 それから、ジェネリックの話について、厚生労働省の方にお問い合わせがありましたが、

私どもからジェネリック医薬品の使用促進についてお願いさせていただく際に、先ほどお

話があったこととの関連でどういう取組みをしているかということについて、ご説明させ

ていただきますと、ジェネリック医薬を使用した場合における医療費の軽減額通知等をお

送りする際には、最近であれば、ジェネリック薬品については、一般に理解が進み、どう

いうものかご存知の方も多いんですが、まず最初に、ジェネリック薬品についてのご説明

をさせていただいております。その中で、ジェネリック薬品は、効能及び安全性について

新薬と変わりがないということをご説明させていただき、その上で、価格差が発生してい

るのは、医薬品の開発に要する費用が新薬との間で差があるので、その分、薬の価格が低

くなっている、というご説明をさせていただき、ご理解をいただくようにしております。 

 週刊誌の記事の内容については、真偽のほどは承知いたしておりませんが、薬ですから、

個々の方の体質等によって、合う・合わないといった問題もあろうかと思います。実際に

使用を決めていただくのは、個々の利用者の方のご判断ということになろうかと思います

が、一方で、その費用を負担をいただかなければなりませんので、費用負担が軽減される

方がよいという選択をされる方には、こういうものがあるということを、情報としてお伝

えしているという状況でございます。 

 

岩村委員長： 

はい、ありがとうございます。ジェネリックについて、もし保険局のほうで、追加するこ

とがあれば、お願いしたいと思います。 

 

鳥井保険課長（厚生労働省保険局）： 

保険課長でございます。お尋ねですので、直接の担当ではありませんけれども、私の承知

している範囲でお答えしたいと思いますが、ジェネリックの使用について、医師に厚生労

働省が指導しているかというと、個々の患者に対する処方自体は、これは専門的な、医学

的な判断の下で行われるものでございますので、厚生労働省が、ジェネリックを使えとい

うことはございません。ただ、安全性等については保証されているという前提でございま

すが、さらに安心して使える環境を整備するために、安定供給ですとか、あるいはいろん

なさらなるデータの収集ですとか、そういったことをやることによって、医師に安心して

処方していただくというようなことを進めている、と理解しております。また、この点に

つきましては、また機会がございましたら、整理してご説明をさせていただきたいと思い
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ます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。私の知っている限りでは、確かジェネリックについては、安全

性について確認ができたもののリストをつくっている、厚生労働省のほうでつくっている

というふうには聞いています。なかなか、そのお医者さんが、ジェネリックの使用につい

て、いろいろなことを、安全性の問題も含めておっしゃるので、そういうことから、その

安全性の確認が取れたものについては、順次リストを。 

 

大内委員： 

ちょっとマイクが入ってないです 

 

岩村委員長： 

入っております。 

 

大内委員： 

入ってません？ 

 

岩村委員長： 

はい、ごめんなさい。入っていると思いますが、順次リストをつくって、提供していると

いうことは、私も聞いているところです。何かほかに、厚生労働省関係者の方で、ジェネ

リックについて。じゃあ、伊奈川理事、お願いします。 

 

伊奈川理事： 

ジェネリックの関係につきましては、確かに、いろいろご議論が、今までもありましたし、

今も報道等でも出ているわけです。今回の『週刊文春』の記事、大変申し訳ありません。

私自身は見ておりませんので、何ともコメントができませんけれども、やはり今まで、だ

いたい出ていた話と、かぶるかもしれませんけれども、薬としては、新薬と同じように、

ちゃんと承認を取って、そして薬価に収載されて、そして価格付けもされて、その価格が

安いということですので、保険者としては、やはりそういった薬の承認を経ている、薬価

収載されているということを前提に、今までも対応してきているということであります。 

その際に、これも薬の場合は、これもいろいろと言われることでありますけれども、成分

だけでなくて、剤形であるとか、あるいはそういった、例えば、飲んだときの感じといい

ましょうか、薬の味というか、いろいろなそういう点で、新薬にしましても、あるいはジ

ェネリックにしましても、メーカーによって、少し特徴があるといったようなことですけ

れども、薬の効能・効果に関わる成分のところは、ちゃんと担保されている、というよう
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な理解をしております。 

また、お医者さんの処方に当たっては、これはやはりプロフェッショナルとしての判断で

ありますので、もし新薬でなければ駄目だということであれば、そういうことが処方せん

のところにも書かれるようになりますし、そうでなければ、ジェネリックでもいいよとい

うことになりますので、何かそこにまで立ち入って、保険者として強制をしているわけで

はない、ということであります。 

それで、いろいろな機会に私もお話を聞きますけれど、むしろ今いろいろと言われており

ますのは、安定供給の話であります。ジェネリックがいいと思いましても、生産がなかな

か追い付かない、供給が追い付かないといったようなこと、あと、品目が非常に多かった

りする薬もありますので、そういった中で、何を選んでいいのかといったことに関して、

その処方する立場の先生から見ても、情報という点で、いろいろと指摘は受けております。

しかし、ジェネリック自体が、何か医学的、あるいは薬学的に問題と、そういったような

声は、最近は私が出ている、いろいろな会議では、あまり聞いたことはないような状況に

なっている、ということでございます。 

 

 

岩村委員長： 

ありがとうございます。高橋理事、お願いいたします。 

 

高橋理事： 

最初のほうの、大内委員のお話ですけども、今回の事案は、分かっていることは 4 台の、

これは 3 台が支部です。それから 1 台が本部ですけれども、その 4 台の端末が、ちょっと

不審な通信があったと。何か情報が出たという形跡はないんですが、出たというわけじゃ

ないですけれども、仮に、もし持っていかれたとすれば、基本的には、そこの端末の中に

ある、あるいは端末から見れる情報が出ていったということになります私どもが持ってい

る加入者の情報は、届け出をいただいている本人の氏名、生年月日、性別、それからお勤

めの事業所、これが基本的な情報です。それから、健康診断を受けていらっしゃれば、そ

の健康診断に係る情報、あるいはレセプトの情報と、こういうものは、いろいろあるんで

すけれども、今回は、そういった情報が入っている、その基幹システム、これはメインの

システムですけれども、そのメインシステムには、外からは、これはたぶん入れません。

ですから、そこの情報が出ていったということは、考えられないんですけれども、ただ、

そういうところから一部いろいろな情報を下ろしてきて、特別な目的のために、一部のそ

の情報を加工して、例えば、何かを通知をするとか、そういうもののために特別な名簿を

つくるとかということで、端末で処理するわけですが、それがその端末に一部残っていた

ケースがあるんです。これは、ちょっとその加入者の方々に申し訳なかったんですけれど

も、暗号化、あるいはパスワードの設定がなされていなかったんで、出た場合には、そう
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いうものが分かってしまう可能性はある、ということなんです。 

 ただ、先ほどお話がありました個人のメールのアドレスは、私ども情報としては持って

おりませんので、仕事の関係で特別に得た場合には、それは持つことはありますけれども、

基幹システムに入っている情報ではございませんので、たぶんお話の点は、ちょっとそこ

は違うのかな、という気はいたしますが。最初に話を聞いた感じでは、ちょっとそんな感

じを持ったということでございます。 

 

岩村委員長： 

大内委員、いかがでございましょうか。どうぞ。 

 

大内委員： 

今のご説明、ありがとうございました。メールの話は、ちょっとこれ、不透明な部分、私

自身もよく分からない部分があるんで、これは決め付けるわけにいきませんので、これは

措いておきます。 

 ただ、ジェネリックの話は、私は週刊誌のこの書いている内容を信用して申し上げてい

る、ということではなくて、要は、先ほどのご説明から、ジェネリックあるいは先発品に

するかどうかの処方せんは、ドクターに判断をしていただいていると、こういう話。 

 処方せん薬局に行きますと、まず聞かれるのは、薬剤師からですね。「ジェネリックにし

ますか、どうしますか」ということで、本人が選択させられるんですね。本人が選択させ

られる。それで、どちらかと言えば、先発品は高いわけですから、安いほうへ選択しよう

と。こういう経済的な関係から、そういう選択をする人が大半の人だと思っています。 

 ただ、この週刊誌に書かれている内容から、ジェネリックの製薬会社、国内にもいっぱ

いあるわけでございますけれども、もう実際につくっているところは、どこなのかという

ことになると、これは国内ではなくて、海外でそういう薬がつくられていると。こういう

ことで、成分だとか、内容そのものが同等だと。あるいは、同等に近い、同等、同じとい

うことでは決してないと。 

 言い方として、「シミラス」という言い方、類似品という言い方をされているんですね。

それで、ちょっと成分が違ってくると、逆効果になってしまったり、あるいは、悪化して

しまったり、副作用が出てしまったりと。こういうようなことが、この週刊誌の記事には、

そういうふうに書いてあるんです。だから、そういう心配といいますかね。実際に病気を

持っている人間としては、本当にこれ、信頼できるのか、という心配が出てくるわけです。 

 だからそれに対して、絶対そういうことはないんだというんであれば、この週刊誌に対

して、あるいはこの記事に対して、厚生労働省は、抗議、あるいは訂正だとか、あるいは

反論記事だとかですね。そういうやつを、しっかりとやっていただかないと、これ、だい

ぶ『週刊文春』ですから、結構な方が購読されているはずです。ですから、そういう心配

を、払拭させていただかないと、たぶん政府の目標の 80％だっていうことを言っているけ



船員保険協議会（第 28回）2015/07/15 

 

19/26 

 

れども、なかなかこういう記事が出てくると、足踏みあるいは後退ということになりかね

ないんではないかと。そういうふうに思います。そういうことで、私はこの問題、これ以

上、申し上げません。問題提起をしておきたいというふうに思います。 

 それから、先ほどの療養補償の問題でございますけれども、これ、やっぱり聞いてもね。

船員の立場から、船員として、「乗船中」あるいは「下船中」であっても、今のようなご説

明では、とても理解できないし、納得できないんですね。例えば、有給休暇中であっても、

これは常に会社から、緊急乗船命令がいつ来るか分からない。休暇中、休暇を中断して乗

船しろと、緊急命令が来る場合がある。これは乗船している人が、けがをするか、病気を

するか、その交替で行けというような、緊急の場合があるわけです。ですから、常にそう

いうことで言うと、休暇中であっても、「職務遂行性」というところからしますと、常にそ

ういう状況に置かれているということなんですね。 

 それから、船が港に停泊をして、船の用事で上陸をして、買い物をするんだと。これは

認められるけれども、自分のものを買い物をするんだということで上陸したら、認められ

ないんだ。そういうふうなご説明だったような気がしますけども、乗船中は、例えば、次

の航海に出て行くときに、例えば、自分の物、下着類だとか、あるいは洗剤だと、せっけ

んだとか、シャンプーだとかですね。そういう日用品、歯磨き粉だとか、そういうやつは

全部、自分で購入しなきゃならない。次の航海に、それを出るために、そういうものを全

部、用意をするわけです。私物です。それは認められないと、こうおっしゃるから、そう

いうことで、ここの部分をどう読み取ったらいいのかということで。先ほど、質問したの

は、そこだったんですよ。 

 でも、私は雇入れ契約期間中、ずっと乗船ということで、例えば、休暇期間中であって

も、緊急、まして自宅待機、有給休暇が切れて、自宅待機だよということになったら、こ

れはまだ有給休暇よりも、もっと「職務遂行性」というのは高くなってくる。いつでも乗

れる準備をしとけと、こういうことになるわけですから。そういうところは、どうもご理

解いただけてないんではないのかと。だから、このような文章表現になってくるんではな

いか、というふうに思います。 

 これはぜひ、そういうことにならないように、先ほどのご説明にもあったように、海上

労働の特殊性ということをおっしゃられていましたけれども、そういうところが海上労働

の特殊性ということで、この辺は、こういうことにならないように、ぜひお認めいただき

たい、というふうに思います。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

はい、ありがとうございます。じゃ、事務局のほう、お願いします。 

 

長門理事： 
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療養補償証明書の取扱いは、確かに非常に難しく、私どもの担当も、一番苦労して、悩ん

でいるところですが、もともとこの制度ができましたのは、国際条約があって、それを国

内法、船員法において具体化していくに当たって、船員保険において、こうした制度を実

施することとなったものですから、そういう意味では、「乗船中」等の解釈については、私

ども、疑義が生じました場合には、国交省の方にご相談して、その解釈を伺いながら今ま

で運用を行ってきて、その積み上げを行ってきております。そういう意味では、ここのチ

ラシに書きました表現も、そういう中で、今まで積み上げてきたものが、こうした形で表

現されているわけです。分かりにくい点があります点については、より分かりやすくなる

よう努力してまいりますが、基本的にこの当たりの「乗船中」等の解釈については、国交

省の解釈に従って、その運用をさせていただいているということはご理解いただければと

思います。 

 

 

岩村委員長： 

はい、先ほどのジェネリックの話ですけれども、たぶん、さっき伊奈川理事なども、それ

から保険課長も説明されたように、薬事法上は、要するに、有効成分のところで、全部チ

ェックをしていて、要するに、もともとものオリジナルのものとは、有効成分は同じだと

いうことになっているはずなんですね。よくお医者さんがおっしゃるのは、そうじゃなく

て、その薬の形をつくっている、いわゆる基剤とか、そういうところが、そのオリジナル

のものと違っていて、特にメーカーによっては、その基剤の部分に何を使っているかがよ

く分からない。だからその信用ができないっていう、そういうお話はされるんですね。 

 ただ、じゃあ基剤が何かその薬効に影響するのか、という話に結局なってしまって、も

し影響するとすると、それは薬事法上アウトになるはずなので。だから、現実問題として

は、起こらないはずの問題だろうと思いますし、現に 2 年ぐらい前に、やっぱりデータを

教えてもらったことがありますけれども、オリジナルの薬とジェネリックとで、何か事故

なり何なりの、有意的な差があるかと言ったら、それはありませんというのが、客観的な

データとしては出ているということは伺っております。 

 ただ、今、大内委員がおっしゃいました問題というのは、確かに重要な問題ですので、

ちょっとこれは保険局の所管ではないもんですから、恐縮ですけれども、保険課長のほう

から、担当部局に、そういう意見があったということは、お伝えいただければというふう

に思います。よろしいでしょうか。 

 ほかにはいかがでございましょうか。それでは、この平成 26 年度決算につきましては、

本協議会として了承する、ということにさせていただければというふうに思いますが、そ

れでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 
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岩村委員長： 

はい、ありがとうございます。それでは、事務局から今後の手続について、説明をお願い

いたします。 

 

吉田船員保険部次長： 

はい、本日お諮りいたしました平成 26 年度決算につきましては、7 月 28 日に予定してお

ります全国健康保険協会運営委員会の議を経まして、厚生労働大臣に対して承認の申請を

行う予定となっております。 

 

岩村委員長： 

はい、ありがとうございます。よろしくお願いをいたします。 

 それでは、議事次第にあります次の議題は、「船員保険就学等援護費の改訂について」と

いうことでございます。これにつきましても、まず事務局からの説明をいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

吉田船員保険部次長： 

はい、資料 3及び参考資料をご覧いただきたいと思います。「船員保険就学等援護費の改定

について（案）」でございます。最初の丸 1 つ目にございます、「就学等援護費とは」とい

うところでございます。「職務上の事由により亡くなった船員の家族及び重度の障害により

障害年金を受けることになった船員又は家族の教育費等の負担の軽減を図るため、遺族年

金又は障害年金の受給者に対して支給」しているものでございます。 

 これは平成 22年 1月以降、労災保険の社会復帰等促進事業として実施されておりまして、

船員保険のほうでは、平成 21 年 12 月以前の職務上の遺族年金又は障害年金の受給者につ

いて経過的に支給しているものでございます。 

 おめくりいただきまして、支給額でございます。支給額の右側のほうに、人数が書いて

ございます。現時点で、船員保険のほうで支給している人数を掲載しております。月額に

つきまして、4月と 10月に、この 6カ月分をまとめてお支払しているところでございます。 

 改定内容でございます。子どもの学習費調査における小学生の 1 人当たりの平均教育費

等を踏まえまして、今回、小学生の支給金額を月額 12,000円から、13,000円に改定すると

いうところでございます。今年度の 4月から 9月分までを支払う 10月支払分から、改定を

していきたいというふうに考えております。 

 参考資料につきましては、労災のほうの就学等援護費の改定につきましての資料でござ

いまして、労災のほうにおきましても、下から 2つ目、小学生のところではございますが、

月額 12,000 円を月額 13,000 円に増額改定する、ということになっているところでござい

ます。 
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 説明は、以上でございます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。ただ今、ご説明いただきましたこの船員保険就学等援護費の改

定につきまして、ご質問等、ありましたらと思いますが、いかがでございましょうか。よ

ろしいでしょうか。 

 それでは、この船員保険就学等援護費の改定につきましては、事務局から説明のありま

した見直しの内容で、実施するということで、お願いをしたいと思います。したがいまし

て、事務局におかれましては、この改定に伴う、その後の支給事務を適切に行っていただ

けるよう、よろしくお願いいたします 

 議事次第では、次に 3「その他」ということで用意されておりますが、これにつきまして

は、事務局のほうから報告があるということですので、よろしくお願いをいたします。 

 

吉田船員保険部次長： 

はい、資料の 4-1、4-2 でございます。医療保険制度改革の資料となります。昨年の 12 月

以降ご説明しておりました、医療保険制度改革に関する法律が、5月 27日に成立しまして、

29 日に法律が公布されておりますので、今回、概要と通知について提出させていただいて

おります。 

 改正の概要につきましては、今までご説明した内容と同様でありますが、船員保険に関

する主なものとしましては、資料 4-1、2.の後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入でござ

いますが、後期高齢者支援金につきましては、加入者数に応じて負担するとなると、被用

者保険の中で、財政力が弱い保険者の負担が相対的に重くなるということから、より負担

能力に応じた負担という観点から、27 年度から 3 年をかけまして、全面総報酬割に移行す

る、というものでございます。 

 3.の負担の公平化等につきましての①でございます。入院時の食事代につきましても、入

院と在宅療養との負担の公平を図る観点から調理費等相当額の負担を求めるものでござい

ます。②につきましては、外来の機能分化を進める観点から、紹介状なしで大病院を受診

する場合の定額負担の導入。③につきましては、保険料算定の基礎となります標準報酬月

額の上限額を 28年度から、121万円から 139万円に引き上げるものでございます。 

 以上、ご報告させていただきます。 

 

岩村委員長： 

ありがとうございました。今のご説明につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。

よろしゅうございましょうか。ありがとうございます。 

 その他ということで、何かございますでしょうか。では大内委員、どうぞ。 
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大内委員： 

私のほうから、その他ということで申し上げたいと思います。ご承知のとおり、船員保険

の被保険者数というのが、年々減少してきておりまして、船員の不足ということが、かな

り顕在化をしてきております。 

 実は、私ども、3年、4年ぐらい前に、世界の海運国、あるいは東南アジアの国々の船員

に対するさまざまな保護政策ということで、どんなことがあるんだろうということで、あ

る調査機関にお願いをして、調査をいたしました。それで、いわゆる海運先進国、ヨーロ

ッパサイドでございますけれども、これは所得税の減免措置、あるいは保険料の半額負担、

あるいは全額保険料は免除と、こういうことで自国の船員の保護・育成ということで、そ

ういう政策を取っている国々が、結構、多ございまして。一覧表にしたやつがあるんです

けども、それを国に、国交省を通じ、あるいは内閣府を通じ、いろんなところに、そうい

うことで、自国の船員の保護・育成ということで、各国がそれぞれやっているのに、日本

のみが全く取り残されております。お隣の韓国、あるいは中国、フィリピン、インドネシ

アを含めて、大きいか、小さいかは別にしまして、何らかの船員の育成・保護、あるいは

そういう形を取っているということで、ぜひそういうことの、必要なら、後ほど、そうい

う資料もご提示をいたしますけれども、そういう観点で、船員保険を、ぜひ今後も、将来

も含めて、船員の確保・育成と、それから日本は貿易立国ということで、輸送の大動脈と

いうことで、海上輸送があるわけですから、動脈が止まらないように、船員を、自国船員

を、安全保障の観点からも、育成をしていくと、そういうための、何らかの保護政策が必

要だというふうに思います。 

 この場でのお話には、ちょっとなじまないかもしれませんけれども、船員全体の問題か

らしますと、そういう問題があるということを、ぜひ皆さんにも、その辺のご理解をいた

だきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

はい、ありがとうございました。それでは、以上もちまして、本日予定をしておりました

議題は、すべて終了ということになります。なお、現在のこの船員保険協議会の委員の皆

さまの任期は、この 7月 28日までということになっております。現任期中の船員保険協議

会は、今回が最後ということになりますので、今期でご退任される委員の方から、一言ず

つ、ごあいさつをちょうだいしたいというふうに思っております。以下、就任の時期と、

それから五十音順で、ごあいさつをいただきたいというふうに思っております。最初にま

ず、大内委員からお願いをいたします。 

 

大内委員： 

就任の時期でございますか。 
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岩村委員長： 

いや、就任時期と、五十音で、順次ということだけでございますので、最後、ご退任とい

うことで、ごあいさつだけ一言ちょうだいできればと思います。 

 

大内委員： 

長いこと、社会保険庁時代から、船員保険制度に関わってまいりました。今日までまいり

ました。今日は自分でも、今回が最後ということで、意識して、いろんなことを申し上げ

たわけでは決してございません。普段からおとなしくしゃべっておりますけれども、ただ、

船員保険というのは、先ほども申し上げたことと重なるかもしれませんけれども、日本は

貿易立国、海洋立国と、こういうことでございますので、ぜひ船員保険が国際条約、船員

法というのは国際条約で、そこから出てきている国内法ということで、船員法であり、船

員保険法であるということで、ぜひその辺で、これからも船員保険というものを、しっか

りと維持・発展をさせていくということを、お願いを申し上げまして、本当に長い間、委

員長をはじめ、皆さんに大変お世話になりました。ありがとうございました。失礼いたし

ます。 

 

岩村委員長： 

大内委員、どうもありがとうございました。続きまして、大谷委員、よろしくお願いをい

たします。 

 

大谷委員： 

大谷でございます。私は海上保険契約論が専門で、全く船員保険には関係のない研究をし

ておりましたので、船員保険については何も分からなかったのですが、この協議会に出席

していろいろと教えていただきました。本当にありがとうございました。小林理事長をは

じめ、皆さんには本当にお世話さまになりまして、ありがとうございました。また、委員

長の司会ぶりは、いつも感心させられておりまして、素晴らしいなというふうに思ってお

りました。ありがとうございました。 

 厚生労働省のほうからは、私の後任をどなたかということでしたので、いろいろお話を

させていただきましたときに、私は無理に 1 期延ばしていただいたそうで、74 歳の今日ま

で、無事勤めさせていただきましてありがとうございました。協会けんぽのほうはまだ続

きますので、小林理事長や高橋理事とは、まだお目にかかる機会があると思いますし、高

橋理事とはゆっくりお話しする機会もありますので、今後ともよろしくお願いいたします。

長い間ありがとうございました。 

 

岩村委員長： 
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大谷委員、どうもありがとうございました。続きまして、三木委員、よろしくお願いをい

たします。 

 

三木委員： 

はい、三木でございます。本当に長い間、岩村委員長をはじめ、各委員の皆さま、また事

務局の皆さん、大変な汗をかいていただいた中で、私どもの事業者が仕事をしていただい

ている現場の船員の皆さん、この人たちを守る船員保険を陸上に統合していただき、また

海上労働の特殊性に関わる上積み部分も、かなりの部分、ご理解いただいたこと、本当に

深く感謝しております。 

 今回、私ども、内航総連合会の理事の交替が大幅に行われまして、私も替わることにな

りました。今後とも、ぜひ内航海運に関しまして、皆さんの深いご理解を賜り、また現場

で働く船員の皆さんが安心して働けますように、こういった船員保険制度、きちんと残し

てくださいますようにお願い申し上げまして、私の感謝の言葉にさせていただきます。本

当にありがとうございました。 

 

岩村委員長： 

三木委員、ありがとうございました。それでは、最後になりますけれども、新見委員、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

新見委員： 

新見でございます。私は諸先輩の中でも遅れまして、一番、1年という短い期間でしたけれ

ども、皆さま、非常にお世話になりました。ありがとうございました。またどこかで、別

の機会で、お世話になることもあるかと思いますけれども、今後ともご指導、ご鞭撻のほ

どよろしくお願いいたします。 

 以上です。どうもありがとうございました。 

 

岩村委員長： 

新見委員、どうもありがとうございました。ご退任される委員の皆さんにおかれましては、

これまで大変この協議会の議事進行その他に、ご協力をいただきまして、誠にありがとう

ございました。今後ともお元気で、ご活躍されますよう心よりお祈りしております。 

 また、今回、大内委員と三木委員がご退任ということで、船員保険制度が現在の形態に

なったときの議論をしたメンバーとしては、ついに私 1 人だけになってしまいまして、そ

ういう意味では、私自身もちょっとさみしい気もするところでございますけれども、今ま

で本当に支えていただきまして、本当にありがとうございました。 

 それでは、本日の船員保険協議会は、これで閉会とさせていただきたいと思いますが、

次回の日程その他につきましては、事務局からご説明をいただきたいと思います。よろし
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くお願いいたします。 

 

吉田船員保険部次長： 

次回の協議会につきましては、10月末ごろに、平成 28年度の保険料率の方向性などにつき

まして、お諮りする予定としております。日程の詳細は、各委員と調整の上、後日ご連絡

をいたします。 

 以上でございます。 

 

岩村委員長： 

はい、ありがとうございました。それでは、これで閉会ということでございます。本日は

お暑い中、お忙しいところを、どうもありがとうございました。（了） 


