
医療法３０条の７による勧告に従わずに開設され
た病院に対する保険医療機関指定拒否処分に係
る取消請求事件（指宿事件上告審判決）

最一小判平成１７年９月８日、平成１４年（行ツ）３６号・平成１４年（行ヒ）

３９号、判例時報１９２０号２９頁、判例タイムス１２００号１３２頁、訟務月報５２巻

４号１１９４頁

【事案の概要】

上告人は、平成９年９月４日、鹿児島県揖宿郡 A町に病院を開設する

ため、同県知事に対し、内科、外科、脳神経外科等５つの診療科目を標榜

する１０４床の病院の開設許可を申請した。

一方、同県は、医療法３０条の３第１項に基づき医療計画を定め、同条２

項１号所定の区域として指宿市及び揖宿郡を圏域とする指宿保健医療圏を

設定していた。同医療圏における同項３号に規定するいわゆる一般病床に

ついては病床過剰となっていた。なお、同医療圏には、脳神経外科を標榜

する医療機関がなく、同医療圏に属する A町には病院がなかった。

同県知事は、上告人に対し、平成９年１２月１日付けで医療法３０条ノ７の

規定に基づき、病床過剰である同医療圏における同病院開設の必要を認め

ない旨の理由を付して、本件病院開設を中止するよう勧告した。これを受

けた上告人は、同県知事に対し、平成９年１２月３日、本件勧告に従わない

旨通知し、同県知事は、上告人に対し、同月２５日、許可処分を行った。上

告人は、同県知事に対し、平成１０年１月１２日、医療法２７条に基づき、本件

病院の使用許可を申請し、同県知事は、同月２２日付けでこれを許可した。

田 中 伸 至
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上告人は、同県知事に対し、平成１０年１月２３日、健康保険法４３条ノ３第

１項に基づき本件病院について保険医療機関の指定申請を行った。同県知

事は、上告人に対し、平成１０年３月３０日、健康保険法４３条ノ３第２項によ

り、本件申請を拒否した。その理由は、病床過剰である同医療圏において

は本件病院の開設の必要を認めないとして本件勧告が行われたものである

ところ、昭和６２年９月２１日付保発第６９号厚生省保険局長通知等の趣旨に照

らして、同項所定の指定拒否要件である「其ノ他保険医療機関若ハ保険薬

局トシテ著シク不適当ト認ムルモノナルトキ」（以下、「本件拒否事由」

という）に該当するというものであった。

本件は、当該指定拒否処分の取消しを求める事案である。

第一審判決（鹿児島地判平成１１年６月１４日 判時１７１７号７８頁、訟月４７巻

７号１８２４頁）は、請求を棄却した。控訴審判決（福岡高宮崎支判平成１３年

１０月３０日 公刊物未搭載１）は、控訴を棄却した。

【判旨】

上告棄却。

� 「医療法１条の３は、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適

切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない

旨規定し、同法３０条の３は、都道府県は、当該都道府県における医療計画」

を定めること、医療計画には、医療圏の設定に関する事項、いわゆる一般

病床に係る必要病床数等に関する事項などを定めることを規定している。

「そして、同法３０条の７は、都道府県知事は、医療計画の達成の推進のた

め特に必要がある場合には、病院を開設しようとする者等に対し、都道府

１ 裁判所ウェブサイト http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2FA2BC9A7A6

BC8E249256D41000A75A2.pdf参照。

医療法３０条の７による勧告に従わずに開設された病院に対する保険医療機関
指定拒否処分に係る取消請求事件（指宿事件上告審判決）（田中）80



県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設等に関して勧告を行うことがで

きる旨規定している。その趣旨は、病院の開設等の申請がされた際、当該

申請に係る病院の病床数等を医療計画に適合する方向に誘導することによ

り、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するところにある

と解される。」

健康保険法１条ノ２が「医療保険の運営の効率化に意を用いて健康保険

制度が実施されるべきこととしている趣旨に照らすと、同法４３条ノ３第２

項」の本件拒否事由には、「医療保険の運営の効率化という観点からみて

著しく不適当と認められる事由がある場合も含まれると解するのが相当で

ある。」

「原審の適法に確定したところによれば、医療の分野においては、供給が

需要を生む傾向があり、人口当たりの病床数が増加すると１人当たりの入

院費も増大するという相関関係があるというのである。そうすると、良質

かつ適切な医療を効率的に提供するという観点から定められた医療計画に

照らし過剰な数となる病床を有する病院を保険医療機関に指定すると、不

必要又は過剰な医療費が発生し、医療保険の運営の効率化を阻害する事態

を生じさせるおそれがあるということができる。このような事情に照らす

と、前記の事実関係の下において、良質かつ適切な医療を効率的に提供す

るという観点からされた本件勧告に従わずに開設された本件病院について

の保険医療機関指定の申請につき、医療保険の運営の効率化という観点か

ら」本件拒否事由「に当たるとしてされた本件処分は、健康保険法４３条ノ

３第２項に違反するものとは認められない。

これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所

論の違法はない。」

� 「医療法３０条の７の規定に基づき病院の開設を中止すべき旨の勧告を

受けたにもかかわらずこれに従わずに開設された病院について」本件拒否

事由「に当たるとして同項により保険医療機関の指定を拒否することは、

公共の福祉に適合する目的のために行われる必要かつ合理的な措置という
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ことができるのであって、これをもって職業の自由に対する不当な制約で

あるということはできない。したがって、同項を上記のとおり解すること

及び同項を適用してされた本件処分は、憲法２２条１項に違反するものでは

ない。以上は、最高裁昭和４５年（あ）第２３号同４７年１１月２２日大法廷判決・

刑集２６巻９号５８６頁の趣旨に徴して明らかである。これと同旨の原審の判

断は正当として是認することができる。同項違反をいう論旨は採用するこ

とができない。」

【検討】

１ 病院開設・保険医療機関指定に関する手続きと本判決の位置づけ

医療法は病院等の自由開業制を採用している（７条１項、３項）が、国

民皆保険下において、一部の診療科目を除き、病院開設の許可を受け、さ

らに保険医療機関の指定も受けて、医業を行うことが通常である。そのた

めの手続きは、医療法及び健康保険法両方の規定に跨っており、その流れ

は次のとおりである。

① 開設許可の申請（医療法７条１項）。

② 開設等に関する勧告がある場合、その勧告（同法３０条の７）。

③ ②の勧告に対する服従又は不服従。

④ 開設許可（同法７条４項、２１条、２３条）。

⑤ 構造設備検査による病院使用許可証の交付（同法２７条）。

⑥ 保険医療機関の指定申請（健康保険法４３条ノ３第１項、保険医療機

関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険

医及び保険薬剤師の登録に関する省令１条。指定申請の添付書類とし

て、病院使用許可証、保険医の氏名、看護師等の数を記載した書類等

を規定）。

医療法３０条の７による勧告に従わずに開設された病院に対する保険医療機関
指定拒否処分に係る取消請求事件（指宿事件上告審判決）（田中）82



⑦ 指定拒否を行おうとする場合、地方社会保険医療協議会への諮問（同

条第３項）。

⑧ 指定（同条１項）又は指定拒否（同条２項）。

医療法上、病院の開設、増床等の許可申請があった場合、当該病院自体

の施設と人員に係る審査と立地に係る審査が行われる。前者については、

許可申請が設備構造要件及び人員要件に適合していれば、都道府県知事は

許可しなければならない（７条１項ないし３項）。後者については、行政

指導が行われることがある。すなわち、医療法は、都道府県知事に医療計

画の策定を義務付け（３０条の３第１項）、医療計画においては、所要の医

療圏が設定され（３０条の３第２項１号、２号）、医療圏ごとに必要病床数

が定められる（３０条の３第２項３号）。医療圏の既存病床数が必要病床数

を上回っている場合や病院の開設や増床を許可することにより必要病床数

を上回る場合があり得る。私的病院の開設、増床等の申請に対しては、３０

条の７の「医療計画の達成の推進のため特に必要のある場合」とはこのよ

うな場合であると解し、また、「病院の開設又は病院の病床数の増加若し

くは病床の種別の変更に関して勧告する」とは、病院の開設又は病院の病

床数の増加若しくは病床の種別の変更のそれぞれの行為の中止又はそれぞ

れの行為に係る申請病床数の削減を勧告することをいうものであることと

解した上で（「医療計画について」（昭和６１年８月３０日厚生省健康政策局長

通知））、これらの勧告が行われる。勧告に従わない場合においても、許可

申請が設備構造要件及び人員要件に適合していれば、開設は許可される。

なお、公的病院については、勧告のみならず不許可処分を行うこともでき

る。

私的病院が勧告不服従をした場合、保険医療機関としての指定を拒否さ

れる可能性が高い。医療法３０条の７勧告に従わず病院を開設し保険医療機

関指定を申請した場合については、健康保険法４３条ノ３第２項に規定する

本件拒否事由に該当するものとして、都道府県知事は地方社会保険医療協

議会に対し指定拒否の諮問を行う行政実務が確立しているからである（「医
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療計画公示後における病院開設等の取扱いについて」（昭和６２年９月２１日

保発６９号厚生省保険局長通知））。

保険医療機関の指定申請は、医療法の病院使用許可を受けた後に行わな

ければならないから、病院を開設し保険医療機関として医業を行おうとす

る者は、病院を建設してから指定又は指定拒否を待たなければならない。

そこで、医療法３０条の７による開設中止等の勧告を受け不服従の場合にお

いて、その勧告の取消しを求める訴訟が多数提起された。そこでは、勧告

の処分性が争点となり、開設中止勧告、病床削減勧告についてはそれぞれ、

最二小判平成１７年７月１５日判決（判時１９０５号４９頁。高岡事件）、最三小判

平成１７年１０月２５日判決（判時１９２０号３２頁。土浦事件）が「行政庁の処分そ

の他公権力の行使に当たる行為」（行政事件訴訟法３条２項）に当たる旨

判示し、地方裁判所に差し戻している。

一方、本件は、勧告不服従者が病院を開設した上で保険医療機関の指定

申請を行い、指定拒否を受けたため、当該拒否処分の取消しを求めた稀有

な事案である。医療法及び健康保険法に基づく病院開設・保険医療機関指

定の一連の手続きに関して、最高裁が実体判断を行った初めての事例であ

り、手続きの各段階で行われた措置の適法性や各段階の法目的に関する判

断等が注目された。

争点は、適法性に係る部分（判旨（１））（２、３）と合憲性に係る部分（判

旨（２））（４）に分けられる。前者について、判決は条文中の不確定概念の解

釈につき、当該法律の総則規定を参照し簡潔な目的論的解釈を行っている

が、かかる解釈が文理解釈や関連条文の相互関係からも可能なものかどう

かが焦点となる。実定行政法の解釈のあり方を探る上でも興味深い争点で

ある２。

２ 田村達久・本件上告審判決判例批評「裁量処分における当該法律の基本理念

規定の考慮」法学セミナー６１９号１１６頁参照。
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２ 医療計画・医療法３０条の７勧告の病床抑制性

本件指定拒否は、医療法３０条の７に基づく病院開設中止勧告を受けて行

われている。そこで、前提として病院開設等の中止勧告が本条において許

容されるかが問題となる。その許否は、この勧告制度を含む医療計画制度

の理解如何に依存する。上告審判決は、３０条の７に基づいて病床過剰地域

等において病院開設中止等の勧告を行うことができるかにつき、医療法の

総則規定を示し、医療計画・３０条の７勧告の病床抑制性を肯定しているが、

医療計画関連規定自体の解釈として無理のないものかどうかは明確ではな

い。そこで、最高裁が示す解釈が、関連規定に即した解釈として可能かど

うか検討する。

� 関連規定の規定振り

第一審判決は、医療計画の必要病床数を「医療資源の効率的利用を図る

観点から、医療需要に対応するため整備を図るべき病床の数という意味と、

無秩序な病床の増加をコントロールするための数という意味がある」とし

たが、これに対する学説は分かれていた３。

３ 病床抑制性を否定する見解として、阿部泰隆・本件第一審判決判例批評・判

例評論５０２号７頁は、医療法には「『病床の整備を図る』『病院の整備の目標』

といった文言があるだけで」、「『無秩序な病院病床の増加のコントールによる

医療資源の偏在の是正』を図るといった趣旨の文言はな」く、病床抑制性は読

み取れないとし、また、３０条の７は７条の２と明らかに異なるから、「民間病

院に関する３０条の７の『医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合』と

は、『病院又は診療所の不足している地域における病院又は診療所の整備』を

念頭におくものと読むのが素直であ」り、「もしこの法律が、『過剰病床を抑

制する必要がある場合』を念頭に置くのであれば、公的病院の場合と同様に、

その旨明示するはずである」という。また、稲森公嘉・本件第一審判決判例批

評・賃金と社会保障１３０７号７５頁参照。

肯定する見解として、中野妙子・本件第一審判決判例批評・ジュリスト１１９９

号１１１頁は、必要病床数は、病床不足圏においては整備すべき病床数を、病床
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上告審判決は、医療計画・３０条の７勧告の趣旨は「病院の開設等の申請

がされた際、当該申請に係る病院の病床数等を医療計画に適合する方向に

誘導することにより、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確

保」であるとした。「病床数等を医療計画に適合する方向に誘導する」と

ある以上、第一審判決、控訴審判決と同様、医療計画等は病床抑制と増床

促進の二面性をもつ制度であるとの理解を示したと考えられる。

①「整備」の語義

医療法３０条の３第２項１号は医療圏の設定につき「整備」の語を用いて

規定するが、そこに必要病床数を規定し、公的病院については病床抑制が

可能である以上、医療圏が増床志向的な地域的単位としてのみ認識されて

いるとは考えられない。また、昭和３７年医療法一部改正法案の提案理由は、

「医療機関の計画的整備を図るため、公的性格を有する病院の開設等を規

制してその地域的偏在を防止する等の必要がある」とする。さらに、昭和

６０年医療法改正の際の提案理由説明も「この医療計画の策定を通じて、地

域における各種医療機関の役割を明確にし、その機能の連係強化を図るこ

とによって、地域の医療需要に沿った医療体制の確立を目指していきた

い」とする４。したがって、「整備」には、病床抑制の意味も含まれてい

ると考えられる。

過剰圏においては無秩序な病床の増加をコントロールするための数を意味する

との一般的な理解を指摘し、医療計画には二面性があるとする。また、否定す

る見解によると「３０条の７による勧告は、病院等の不足している地域における

病院等の整備を図るものになる」が、そうした勧告は考えにくい、と指摘する。

４ 第４１回衆議院社会労働委員会議録第４号（昭和３７年８月２３日）２８頁、第９８国

会衆議院社会労働員会議録第９号（昭和５８年５月１２日）２頁林国務大臣提案理

由説明、第１０１国会衆議院社会労働員会議録第３２号（昭和５９年８月７日）５８頁

渡部国務大臣提案理由説明、第１０３国会参議院社会労働員会会議録第３号（昭

和６０年１２月５日）１頁国務大臣（増岡博之君）提案理由説明参照。

医療法３０条の７による勧告に従わずに開設された病院に対する保険医療機関
指定拒否処分に係る取消請求事件（指宿事件上告審判決）（田中）86



② 勧告要件及び勧告事項が不特定な形で規定されていること

所管省庁が想定してきた勧告事項は、開設中止、開設・増床の際の規模

の縮小であるが５、それらのみならば、７条の２第１項と同様、限定的な

規定振りをすることが立法技術上自然である。逆に、３０条の７勧告を「医

療過疎地域で病院を開設するようにという勧告」６、「病床不足地域におい

て病院の開設・増床を予定している者にさらに開設・増床を勧めるもの」７

のみと理解することも不自然である。そうならば、その旨限定的に規定し

たはずだからである。

むしろ、勧告要件及び勧告事項が不特定な形で規定されていることに理

由があると理解し、勧告事項は広く読むのが適切である。前述のとおり、

「整備」の語に病床抑制、増床促進の二面性があることも踏まえれば、同

条では、病床不足地域における開設促進方向の勧告と病床過剰地域におけ

る開設抑制方向での勧告の双方が想定されていることになる。さらに、医

療計画に医療提供施設の機能を考慮した整備（医療法３０条の３第２項４

号）や機能分担、業務連携（同項５号）を記載することが期待されること

から、医療機関間の連携等についての勧告も想定されていると理解すべき

である。

なお、平成１０年改正後の健康保険法４３条ノ３第４項２号の規定も、病床

過剰地域での開設等の場合等の他にも医療法３０条の７の勧告が予定されて

いる場合があることを前提とした規定振りとなっている（「（病床過剰地域

等の）場合ニシテ」との要件がある）以上、同条はこれらの場合以外の場

合の勧告も想定していることになる。

５ 第１０３国会参議院社会労働員会会議録第４号（昭和６０年１２月１０日）８頁）政

府委員（竹中浩治君）答弁、「医療計画について」（昭和６１年８月３０日厚生省

健康政策局長通知参照。

６ 阿部・前掲論文（注３）７頁。

７ 稲森・前掲論文（注３）７５頁。
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� 立法経緯

医療法３０条の７については、第１次医療法改正案の国会審議において議

員修正が行われ、可決された。原案では「病院の開設その他必要な事項に

関して勧告」とされていたが、「病院の開設又は病院の病床数の増加若し

くは病床の種別の変更に関して勧告」と修正された。この議員修正案の提

出者趣旨説明においては、「…勧告することができる事項は、病院の開設

または病院の病床数の増加もしくは病床の種別の変更である旨を法文上明

確にすること」が当該修正の趣旨であるとされている８。

この点を指摘し、「立法者意思は、病床の削減ではないことは明らか」

とする見解があるが９、「勧告することができる事項」すなわち何に関し

て行われる勧告かについて、開設等が列挙されているのであり、行われ得

る勧告の内容を開設、増床等に限定したものとは必ずしも読むことはでき

ない。また、法案審議の経過をみると、修正案は勧告の内容として開設の

中止、病床規模の縮小を予定したものと理解することができる１０。したが

８ 第１０３国会参議院社会労働員会会議録第３号（昭和６０年１１月２８日）１７頁稲垣

委員説明参照。これに先立つ改正法案の審議において、第３０条の７の「その他

必要な事項」はあいまいであるから削除すべきであるとの質問に対し、政府委

員は、勧告の対象として開設、増床、病床の種別変更を考えており、施行通達

で明示する旨答弁し、当該質問者は再質問を行わずそのまま質疑は終了した（第

１０３国会衆議院社会労働員会議録第３号（昭和６０年１１月１４日）３４頁塩田委員発

言、竹中政府委員答弁参照）。

９ 阿部・前掲論文（注３）７頁、１０頁参照。

１０ 議員修正案は、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明

党・国民会議、民社党・国民連合及び社会民主連合が提出した。修正案が提出

された日の審議において、共産党の議員は、病院の開設が望ましくないとして

された勧告に従わない場合に保険医療機関の指定を行わないこともあり得ると

の政府委員答弁に反発し、そうした取扱いは営業の自由に抵触するおそれが濃

いこと等を理由に、修正案にも反対する、と発言した。その後、質問に立った

自由民主党の議員は、当該政府委員答弁の撤回を求めることなく質疑を終えて

いる（第１０３国会衆議院社会労働員会議録第３号（昭和６０年１１月２８日）１６、１７

頁浦井委員発言、幸田政府委員答弁、丹羽（雄）委員発言参照）。
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って、立法の経緯に照らしても、病床抑制方向での勧告を肯定するのが適

切な解釈である。

� 小括

上告審判決は、関連規定の文理解釈や立法経緯にも整合するから、適切

である。ただし、本件のような複数の法律に跨る一連の手続きを含む複雑

な制度については、行政法の最終的解釈権を持つ裁判所としては、「当該

法律が奉仕する目的ないし価値との関連」に基づく不確定概念の解釈のみ

ならず、文理解釈や条文の技術的操作等も行い、制度全体の仕組みをより

明らかにする解釈を提示した方が望ましいように思われる１１。

３ 健康保険法４３条ノ３第２項の本件拒否事由の解釈

本件拒否事由は、不確定概念をもって規定されているが、ここに医療法

３０条の７に基づく勧告に従わず病院を開設し保険医療機関指定を申請した

場合を読み込むことができるか問題となる。上告審判決は、健康保険法の

総則規定に依拠し肯定しているが、４３条ノ３第２項に規定する他の拒否事

由との並びや文言に照らし無理のない解釈かどうかは明確ではない。そこ

で、最高裁が示す解釈が、当該規定に即した解釈として可能かどうか検討

する。

さらに、衆議院における修正を受けた法律案を送付された参議院における審

議においても、勧告の内容として開設の中止、開設、増床の際の規模の縮小を

挙げる政府委員答弁に対して、日本社会党の議員は勧告の実効性を確認した上

で、公的病院に関する７条の２を削除してはどうかと質問した（第１０３国会参

議院社会労働員会会議録第４号（昭和６０年１２月１０日）８頁和田静夫君発言、政

府委員（竹中浩治君）答弁参照。同様の質問は、衆議院社会労働委員会におい

ても行われていた（第１０３国会衆議院社会労働員会議録第３号（昭和６０年１１月

２８日）１０頁）村山（富）委員発言参照））。

１１ 塩野宏・『行政法Ⅰ〔第４版〕』（有斐閣、２００５年）５３頁参照。
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� 他の拒否事由との並び

本件拒否事由は、冒頭「其ノ他」とあり、立法技術上、直前に規定され

ている拒否事由と並列の関係にある。第一審判決は、本件拒否事由に当た

るかの解釈につき「当該条項、健康保険法全体の趣旨、目的のみならず、

我が国全体の医療保険制度の観点を考慮の対象に入れることができると解

され」るとするとともに、並列の関係にある事由につき「意味内容まで同

質であることを必ずしも要求するものではない」とした。学説は、行為自

体の性質に着目した同質性を要すること等を指摘し、これに反対している１２。

上告審判決は、本件拒否事由に「医療保険の運営の効率化の観点からみ

て著しく不適当と認められる事由がある場合も含まれる」とし、これが同

旨とする控訴審判決も、本件拒否事由を非違行為に限定する解釈を排し、

健康保険法１条ノ２の趣旨に従い総合的に考慮すべきとする。いずれも総

則規定を示し、もっぱらこれに依拠して判断しているようである。しかし、

４３条ノ３第２項自体の解釈として無理のないものかどうか明らかではない。

平成１０年改正後新設された４３条ノ３第４項（現行６５条４項）は、１号に

著しい標欠病院等を、２号に勧告不服従病院等を、３号にその他不適当病

１２ 中野・前掲論文（注３）１１１頁は、「４３条の３第２項の指定拒否事由は、改

正の趣旨から、保険財政や医療費の適正化の観点から保険医療機関として不適

当な場合を定めるもの」であるが、同項で具体的に列挙された２つの拒否事由

は非違行為により過剰診療等の医療費増大といった事態を招く場合について定

めているから、本件拒否事由も非違行為を想定している、とする。稲森・前掲

論文（注３）７６頁も、医療法による勧告への不服従が本件拒否事由に該当する

との解釈は、非違行為（承認取消後２年未経過、頻回被指導）について規定し

た他の事由と均衡を欠くとする。さらに、阿部泰隆「医療機関の新規参入規制

の違憲・違法性と救済方法�」自治研究７６巻３号１２頁、南川諦弘・本件第一審
判例批評・判例地方自治２０９号５５頁は、国民皆保険下で保険医療機関指定を受

けなければ経営成り立たないことや営業の自由の確保を挙げ、本件拒否事由の

解釈は厳格でなければならないことも指摘する。なお、阿部・前掲論文（注３）

１０頁、同『行政法の解釈�―行政訴訟の最前線』（信山社、２００５年）９０頁も参
照。
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院等を掲げている。医療法は人員配置の標準を規定し（医療法標準。２１条

１項）、開設許可の基準としている（７条４項）が、健康保険法４３条ノ３

第４項１号は、この標準に照らし著しく人員配置の薄い病院等を規定して

いる。一般に人員配置の薄い標欠病院では十分な医療を提供できず適切な

医療提供が見込めない以上、費やされる医療費も効果的でなく非効率が発

生すると考えられる。また、医療法標準を満たさない薄い人員配置をして

いるという行為自体の性質は一種の非違行為であると評価できる１３。

平成１０年改正法において非違行為である標欠と病床過剰地域等における

勧告不服従が並びで規定されたことから、４３条ノ３第４項各号の同質性は

行為の結果に着目したものであると理解できる。そして、立法者が平成１０

年を境に立法技術のあり方を変更したとの事情も認められないから、平成

１０年改正前の４３条ノ３第２項の並びの同質性もまた、行為の結果に着目し

た同質性であると理解することが可能である。

なお、平成１０年改正において４項を別に立てたことは、３号に「其ノ他

適正ナル医療ノ効率的ナル提供ヲ図ル観点ヨリ」とあることから、立法技

術上、医療法に関係する事項を旧２項から抜き出したものと整理すること

になろう。

� 「保険医療機関若ハ保険薬局トシテ」

保険医療機関「として」との文言を強調し、本件拒否事由は、当該保険

医療機関自体の固有の事情に限られ、外界との関係で生じる病床過剰の問

題は読み込むことはできないとの指摘がある１４。

１３ 医療法標準の担保については、罰則はないが、平成１２年第４次医療法改正に

より、報告徴収・立入検査の対象となるとともに、著しく不十分で適正な医療

の提供に著しい支障が生ずる場合は増員・業務停止命令の対象とされた。また、

一般に欠格条項は主に非違行為を列記するが、人員基準を満たさないことを欠

格事由とする例として、介護保険法７０条２項２号、７８条の２第４項２号、８６条

２項１号９４条３項２号、１０７条３項１号参照。

１４ 阿部・前掲論文（注３）１０頁参照。
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しかし、平成１０年改正後新設された４３条ノ３第４項では、第２号におい

て病床過剰の状況を規定し、同号も踏まえたバスケット・クローズ規定と

して第３号に「保険医療機関トシテ著シク不適当ナル所アリト認ムルト

キ」と、「として」の語を使用している。したがって、「として」の語を

もって当該保険医療機関自体の問題に限定したものと解釈することは困難

である。

� 小括

上告審判決は、１条ノ２が医療保険運営の効率化を制度実施のあり方と

して規定する意義を、制度運営の一場面である不確定概念の解釈に反映さ

せ、法目的を重視した解釈を行っている。これは、目的論的解釈として適

切と評価できる。また、４３条ノ３第２項に規定する拒否事由は、行為の結

果に着目し、１条ノ２の規定する医療保険の運営の効率化の観点から、無

駄な医療費の発生を招くおそれのある行為を並列したものとする解釈は、

前述のとおり文理解釈においても許容される余地があり、４３条ノ３第２項

の並びの同質性は確保されている。

ただし、並びの同質性を限定的に解する学説が指摘しているように１５、

国民皆保険下では保険医療機関指定を受けなければ医業は大きく制約され

る。とすると、並びの同質性の理解の広狭は、保険診療をできる地位の保

障に関する実体的な理解如何に依存することになる。この点は、次節にお

いて検討する。

４ 保険医療機関の指定拒否と営業の自由

本件拒否処分が憲法２２条１項に違反しないかについては、まず、保険医

療機関の指定を受ける地位が憲法２２条１項により保障されるか、次いで、

１５ 注１２参照。
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かかる地位が同項により保障を受けるとして、その制約に対する合憲性判

断の枠組み如何、審査対象規制の目的理解如何が問題となる。

� 保険医療機関の指定を受ける地位の保障

「我が国においては、国民皆保険となり、美容整形、漢方医学等を除き、

保険医療機関の指定のない病院はその経営が成り立たないのは公知の事実

といえる」（控訴審判決）１６。営業の自由への配慮は、健康保険法上も指定

拒否を行おうとする場合に地方社会保険医療協議会の議によることが必要

であるとされ（４３条ノ３第３項）、指定拒否が抑止される方向で手続きが

仕組まれていることにも窺える。第一審判決も、病院等の開設者には「保

険医療機関の指定を受ける権利ないし法的利益がある」ことは営業の自由

からも根拠づけることができる旨判示したが、端的に憲法の保障が及ぶと

はしていなかった１７。

１６ 保険医療機関指定取消処分の執行停止が争われた裁判例でも、保険診療がで

きないと経営が事実上困難になる等の認識が示され、同処分の効力停止が認め

られている（例えば、東京高決昭和５４年７月３１日判時９３８号２５頁、神戸地決昭

和５６年１０月１４日判タ４７０号１８９頁、名古屋地決平成１１年７月１日判例地方自治２０

６号８２頁）。

また、医療法３０条の７勧告の処分性が争点となった裁判例においても、保険

診療ができないと事実上病院経営が困難となるとの認識が示されている（福岡

高判平成１５年７月１７日判タ１１４４号１７３頁、最二小判平成１７年７月１５日民集５９巻

６号１６６１頁、最三小判平成１７年１０月２５日判時１９２０号３２頁、最三小判平成１７年１０

月２５日訟月５２巻５号１５７４頁）。

倉田聡「医療保険法の現状と課題」日本社会保障法学会編『講座社会保障法

第４巻』（法律文化社、２００１年）５２頁は、裁判例の多くは、指定制の運用につ

いても営業の自由を保護するという開業許可制と同様の観点によるべきことを

指摘していると分析している。

１７ 福岡高判平成１５年７月１７日判タ１１４４号１７３頁も、保険医療機関の指定を受け

るか否かは、単なる反射的利益ではなく、病院経営の自由を背景とした法律上

の地位ないし権利に基づいた利益であるとする。一方、東京地判平成１６年４月

２３日判時１８７８号１１０頁は、医療計画を導入した昭和６０年医療法改正に係る厚生
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上告審判決は、小売市場判決（最大判昭和４７年１１月２２日刑集２６巻９号５８

６頁）１８を引用しつつ、医療法３０条の７勧告不服従病院について本件拒否事

由に当たるとして指定拒否することは、職業の自由に対する不当な制約で

はないとした。控訴審判決は、「健康保険制度は憲法２５条が定める国民の

生存権を保障するための１施策であり、医療機関の経営を保障する制度で

はないことに照らすと、憲法２２条の営業の自由は、病院開設者に対し保険

診療をできる地位まで保障しているものではないと解するのが相当」とし

ながら、国民皆保険下でかかる地位は営業の自由に準じて保障すべきであ

ると解されるとしても財源論からの指定拒否という制約はやむを得ないと

も判示しており、前者、後者いずれの読み方をすべきか必ずしも明確では

ない。この点、上告審判決は、同項が病院開設者に保険医療機関の指定を

受ける地位まで保障するかについて言及せず、指定に係る制約の合理性を

述べる。一応、病院開設者が保険医療機関の指定を受ける地位は、営業の

自由に準じて保障されるべきとした上で、合理的な制約に服する旨を示し

たものと読むことは可能であるが、明確ではない。

保険医療機関は、被保険者等に保険診療（療養の給付）を提供すること

大臣等の行為は、病院開設中止勧告を受けても病院開設は可能であるから営業

の自由を侵害するものではないとの理由で憲法２２条１項に違反しないとする。

１８ 小売市場許可規制は、供給が需要を誘発しないとの前提の下、過当競争を制

限し、共倒れから小売業者を保護しようとするものである。他方、国民皆保険

下で診療報酬が公定されている保険診療においては、価格競争は発生しないし、

競争は必ずしもコスト削減に向かうことなく、需要自体の拡大が指向される（後

注２２）。医療法３０条の７勧告不服従の場合の保険医療機関指定拒否は、こうし

た需要拡大行動を非効率を生むものとして捉え、抑制しようとするものである。

したがって、小売市場許可規制のように事業者の経済的利益の保護を目的とし

たものではない。なお、病院開設許可処分について周辺の医師らが許可取消し

を求めた事案に関する東京地判平成１７年２月２日（判例集未搭載。LEX/DB

文献番号２５４１０３８４）も、医療計画の基準病床制度は、医療資源の地域的偏在の

是正と医療機関間の機能連携の確保を目的としたものであり、競業者の経済的

利益の保護を目的としたものではないとする。

医療法３０条の７による勧告に従わずに開設された病院に対する保険医療機関
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を目的として医療保険制度において政策的に創設された医業実施主体であ

る。その指定はその目的を達成する限りにおいてなされる必要がある。確

かに国民皆保険の下で保険医療機関の指定を受けなければ医業経営がほぼ

成り立たないとしても、被保険者の保険料と税財源等により支えられる政

策的に創設された市場に参入し営業する自由までも憲法が保障しているか

といえば、疑問が残る。

とすれば、仮に憲法が保険診療をできる地位まで保障しているにしても、

その保障の程度は弱いと言わざるを得ない。控訴審判決の「営業の自由に

準じて保障すべきである」の「準じて」にはこのような保障の程度の弱さ

が反映していると理解することが可能だろう。

� 審査対象規制の目的

本件処分は、薬事法事件判決（最大判昭和５０年４月３０日民集２９巻４号５７

２頁）にいう「狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するも

の」に近い性質を持つ。同判決は、許可制が消極規制である場合には、LRA

の基準が適用されるとし、薬局開設距離制限を消極目的と捉えた上で違憲

とした。

本件上告審判決は、「医療法３０条の７の規定に基づき病院の開設を中止

すべき旨の勧告を受けたにもかかわらずこれに従わずに開設された病院に

ついて」本件拒否事由「に当たるとして同項により保険医療機関の指定を

拒否すること」を主題とし、これを「公共の福祉に適合する目的のために

行われる必要かつ合理的な措置」と位置づけ、健康保険法４３条ノ３第２項

の解釈と本件処分を合憲とした。判決は、審査対象規制を積極目的と位置

づけ、薬事法事件との区別を行ったと考えられるが、積極目的として位置

づけられた対象は、前述の主題部分すべて、つまり、医療法及び健康保険

法に基づく病院開設・保険医療機関指定の一連の手続全体であると読むの

が適切であろう。先行する医療計画・３０条の７勧告が消極目的というので

あれば、薬事法事件判決との区別が困難であるし、小売市場判決を引用す
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ることもなかったはずだからである。

医療法や病院開設許可については、学説ではおおむね消極目的あるいは

警察許可と理解されてきたように見受けられる１９。しかし、一の法律にお

いて複数の制度が規定される場合、消極目的、積極目的双方の制度が含ま

れることや一の制度の消極目的の部分と積極目的の部分が併存することは、

立法政策上、立法技術上許されないわけではない。医療計画・３０条の７勧

告は医療資源の効率的配置を目的とするものであるから、積極目的の制度

であると捉えるべきである２０。

なお、医療計画の目的に医療保険運営の効率化も含まれるかについては、

控訴審判決は否定するが上告審判決は明確にしていない２１。医療法におけ

る「医療資源」、すなわち医療機関は、人的資源及び財政的資源の制約を

受ける。そして、国民皆保険の下では、公的医療保険制度が医療資源を支

える財政的資源の大部分を提供することになる。そのため、医療法の効率

的な医療提供体制の確保と医療保険各法の医療保険運営の効率化とは密接

不可分であり、それらの効率性は同内容であるということになる。このこ

とは、医療機関がマクロ的には相当程度整備され、病床過剰地域が存在す

る時代になると、医療供給需要誘発傾向２２を媒介にして顕在化する２３。立法

１９ 阿部・前掲論文（注３）６頁、倉田聡「医療保険法の現状と課題」日本社会

保障法学会編『講座社会保障法 第４巻』（法律文化社、２００１年）４５頁、５２頁、

南川・前掲論文（注１２）５４頁参照。

２０ 病院開設の自由については、人員設備に係る部分は消極規制による内在的制

約が加えられ、立地に係る部分については、医療計画・３０条の７勧告と保険医

療機関指定制度が複合した積極規制による政策的制約が行われていることにな

る。

２１ 医療法において「効率化」が想定されていたことを疑問とする見解として、

山田洋・本件上告審判決判例批評・法令解説資料総覧２８８号８２頁参照。

２２ 本件裁判では、控訴審判決において「医療の分野においては、供給が需要を

生む傾向があり、人口当たりの病床数が増加すると一人当たりの入院費も増大

するという相関関係がある」（上告審判決）との事実が認定されている。

２３ このことは、病床不足の時代には顕在化しない。むしろ、医療保険加入者に

医療法３０条の７による勧告に従わずに開設された病院に対する保険医療機関
指定拒否処分に係る取消請求事件（指宿事件上告審判決）（田中）96



者は遅くとも昭和６０年以降、かかる認識に立ち、医療費を抑制し公的医療

保険制度を保全するための立法的手当てを行ったと評価できる２４。したが

って、医療計画・３０条の７勧告は、医療保険運営の効率化をも目的とする

ものと理解することは可能である。

また、医療計画・３０条の７勧告が効率的な医療提供体制を確保すること、

すなわち、医療保険運営の効率化を図ることを目的とする以上、医療法３０

条の７勧告不服従病院について本件拒否事由に当たるとして指定拒否する

ことは、健康保険法の目的に照らしても合理的である。

� 小括

憲法が病院開設者に保険医療機関の指定を受ける地位を保障するかにつ

いて、上告審判決の判旨は明確ではない。この点については、保険医療機

関や公的医療保険市場の性格に鑑みれば、控訴審判決が言及するように否

定的又は抑制的に解するのが適切ではなかったかと思われる。

医療計画・３０条の７勧告については、上告審判決はこれを積極目的と位

置づけていると考えられ、適切であると評価できる。

５ 結びにかえて

以上のとおり、上告審判決の適法性に係る部分で示された解釈は関連規

定に即しても可能・適切であり、合憲性に係る部分で示された医療計画・

３０条の７勧告の目的の理解も国民皆保険下の医療提供体制のあり方に動態

適切な医療給付を行うため、病床等の積極的な拡大が必要とされる（加藤智章

ほか『社会保障法〔第２版〕』（有斐閣、２００３年）５３頁、１２１頁参照）。病院開設

者の営業の自由を広く認める自由開業制は、医療資源の量的拡大の観点からは

政策的に望ましい。

２４ 日野秀逸「地域医療計画をめぐって」『ジュリスト増刊総合特集 No．４４日本

の医療―これから』（有斐閣、１９８６年）９２頁参照。
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的に対応してきた立法の趣旨に整合する。したがって、その判旨はおおむ

ね肯定できるものと考える。

最後に本件では必ずしも取り扱われなかった問題について簡単に付言し

ておきたい。

第１は、より制限的でない政策手法の可能性である２５。医療計画は、医

療機関の総量を規制することにより、医療需要の誘発による過剰医療費の

発生を抑制する手法であるが、同じ目的を達成するためのより制限的でな

い手法として、診療報酬点数による誘導、特に、包括払い方式を挙げるこ

とができる２６。しかし、同方式の適切な設計と円滑な実施は困難な課題な

ようであり２７、政策案として同方式があり得るからといって、医療計画を

放棄することは難しい。結局、医療費適正化政策は、実現可能な種々の手

法を関係者の理解の下で開発・改良しながら、組み合わせて漸進的に実施

していくほかはない２８。上告審判決が立法府の裁量を尊重し緩やかな違憲

審査を行ったことは、医療費適正化政策のこのような性格に適合し、適切

と思われる。

第２は、被保険者の選択・医療機関間競争の機能如何である。病院の新

規参入規制については、被保険者の選択行動による医療機関の淘汰の可能

性を指摘し、被保険者の選択の機会を奪うおそれがあるとの見解がある２９。

２５ 岩村正彦「社会保障法入門第４０講」自治実務セミナー４１巻６号１６頁参照。

２６ 石田道彦「病床規制の『必要性』」社会保障法１４号１６２頁参照。

２７ 遠藤久夫「診療報酬の理論と実際」遠藤久夫・池上直己編著『講座医療経済

・政策学第２巻 医療保険・診療報酬制度』（勁草書房、２００５年）６３頁以下参

照。

２８ 島崎謙治「医療等の供給体制の総合化・効率化等の課題と政策的対応」主任

研究者同『医療等の供給体制の総合化・効率化等に関する研究（平成１６年度～

平成１８年度厚生労働科学研究費補助金政策科学推進研究事業総合研究報告

書）』３７頁参照。

２９ 倉田・前掲論文（注１６）５４頁。なお、フリーアクセスによる潜在的競争に言

及する医療経済学における文献として、遠藤久夫「医療サービスの経済的特性」

西村周三ほか編著『講座医療経済・政策学第１巻 医療経済学の基礎理論と論

医療法３０条の７による勧告に従わずに開設された病院に対する保険医療機関
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しかし、医療については、情報の非対称性が大きく、患者がその質や受療

の過程・結果について適切に評価することは極めて困難である。そして、

現物給付制の下、被保険者は窓口で一部負担にしか直面しない。こうした

状況の下で選択行動・競争が機能しているかどうかは必ずしも明らかでは

ない。

第３は、医療機関の機能分化と連携によってもたらされる統合性と医療

機関間の競争性の間の相克の問題である３０。医療提供体制がマクロレベル

で確保された今日では、統合性を重視した体制整備が必要であるが、統合

性からの利益と新規参入や医療機関選択への制約による不利益とはトレー

ドオフの関係にある。本件では、顕在化しなかったが、今後、医療法３０条

の７勧告が争われる場面では、統合性と競争性の相克の問題が取り扱われ

る可能性がある。

本件事件後、医療法は平成１２年、平成１８年に大きく改正された。従来の

その他病床（いわゆる一般病床）が一般病床と療養病床に区分され（７条

２項）、基準病床数も病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした標

準とされるとともに（３０条の４第４項）、医療計画の必要的記載事項が追

加され、脳卒中等主要疾病ごと、救急医療、周産期医療、小児医療等の事

業ごとの達成目標や連携体制に関する事項を定めることとされた（同条２

項）。このように医療計画はよりきめ細かい病床機能の整備を指向し、統

合性を重視したものとなっている（１条参照）。

今後、同勧告の適法性をめぐる訴訟が提起される場合、こうした医療法

の変容を受けて、開設許可を求める病院の機能と医療計画が求める機能と

の整合性や計画自体の合理性が争点になるものと思われる。例えば、開設

許可を求める病院の持つ機能が医療法施行規則３０条の３２第１項に規定する

点』（勁草書房、２００６年）４１頁参照。

３０ 郡司篤晃「地域福祉と医療計画―医療計画の基本的諸問題―」季刊・社会保

障研究２６巻４号３７４頁、石田道彦「医療提供体制と競争政策」週刊社会保障２３１５

号５３頁参照。
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病床過剰地域にあっても整備の必要が認められる特定の病床かどうか等に

ついての丁寧な検討が求められるであろう。また、療養病床については、

医療供給需要誘発傾向がなおも認められるものの、急性期医療については、

供給側は誘発できないとの認識もある３１。新たな一般病床は必ずしも急性

期を対象とした病床ではないが３２、病床区分に応じて医療供給需要誘発傾

向の有無・程度の認定が異なってくる可能性がある。しかし、仮に一般病

床における競争性のメリットを認めるとしても、一般病床における競争が

地域医療の統合性にどのような影響を与えるか慎重な検討が必要だろう。

そして、統合性からの利益や競争性の縮減からの不利益の見積もりとそ

れらの間の衡量は、地域における医療機関等の間の関係性がどのように構

築され３３、地域医療において将来いかなる状況が生ずるかという期待と予

測の問題を含んでおり、かつ、医療保険財政への大まかな影響如何の予測

よりも専門的科学的性格の強い複雑な問題であるから３４、裁判所の審査方

式にも影響が出るように思われる。

３１ 田中滋「わが国の医療提供体制の展開」田中滋・二木立編『講座医療経済・

政策学第３巻 保健・医療提供制度』（勁草書房、２００６年）５頁参照。

３２ 池上直己「地域医療計画の課題と新たな展開」田中・二木編・同書４４頁注６

参照

３３ 医療法３０条の４第３項４号、１１項及び３０条の７参照。

３４ 医療法３０条の４第１０項、１１項参照。

医療法３０条の７による勧告に従わずに開設された病院に対する保険医療機関
指定拒否処分に係る取消請求事件（指宿事件上告審判決）（田中）100




