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今後、「都道府県医療費適正化計画」に繋がっていくと思われるが、国
の責任が曖昧な上に、自治体との役割分担も不明確であり、計画の策
定段階で、いたずらに医療現場を困惑と混乱に陥れるものである。

国民の立場から見れば、医療機関の集約化や病床数削減により、フ
リーアクセスの権利を更に侵害しようとする内容である。また「格差」につ
いての視点が欠落し、所得格差による保険料未払者問題への対策を放
置している。これらのことは、国民皆保険崩壊の第一歩を踏み出すもの
で、まったく容認できない。

過去の国の政策の失敗を、姑息なパッチワークで取り繕おうとしている。
たとえば、勤務医問題の解決を開業医の管理強化にすり替えようとする
ものである。

大きな問題点
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問題点のポイント

厚生労働省の主張の
問題点

政策資料としての
問題点

２．政策の失敗についての反省がないので、
対策が的外れである

３．人口過疎地における地域医療を縮小、
崩壊させようとする意図が見える
・開業医の管理強化
・在宅主治医の特定
・公立公的病院への資源の集中

４．実施主体および責任の所在が曖昧である

５．現場の実態が無視されている

６．財源に触れられていない

１．エビデンスが不明確なものが少なくない

役割・機能を明確化しさえすれば問題は解決するという現実感覚のない思考
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１．エビデンスに基づかない現状認識
－「Ⅱ 我が国の医療提供体制の現状と課題」より－

「中小規模の病院が多いといった我が国の病院の特徴」（5頁）

→諸外国に比べて多いのか？

「小規模な公立病院を中心に、医師の確保が困難になるケースが生じて
いる」（7頁）

→公立病院だけの問題か？

１－１．エビデンスが示されていない例

2003年U.S.Community Hospital数とシェア

地方には、総合力のある中小病院は不可欠

病床規模 6-24 25-49 50-99 100-199 200-299 300-399 400-499 500+

件数 327 965 1,031 1,168 624 349 172 259

割合 6.7% 19.7% 21.1% 23.9% 12.7% 7.1% 3.5% 5.3%

*AHA Hospital Statistics 2005

米国においてもCommunityHospitalの71.3%は200床未満の中小病院である。

*四捨五入差があるため、コメントの数字と合致しない。
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１－２．データ解釈上の問題－診療所の時間外診療－

「時間外や夜間・休日の診療を行っている診療所数（中略）は、減少傾向
にある」（6頁）

→「時間外」の定義が多様化していることも考慮すべきである。
民間診療所の2割近くは18時以降も診療しており、その比率も高まっている。

18時以降診療する診療所の比率
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*厚生労働省「医療施設調査」より。18時以降診療する診療所数の１週間の平均÷総診療所数。

※表示時間による調査なので、なお検証は必要。



社団法人 日本医師会 5

２．政策の主な失敗例
－「Ⅱ 我が国の医療提供体制の現状と課題」より－

→ミスマッチの原因は、新臨床研修制度にあることを認めているが、
「一部地域」に矮小化できる問題ではない

「患者は、フリーアクセスということで大病院でも専門病院でも直接に受診
が可能であるが、（中略）勤務医に過度の負担がかかる」（6頁）

→フリーアクセスのみが犯人にされているが、医師不足から来る
勤務医の疲弊は、医療費抑制政策の結果である（次頁参照）

「新たな臨床研修制度の導入を契機として、（中略）大学の医局による医
師の供給調整機能が低下し、一部地域において医師の需給のミスマッチ
が発生している」（7頁）
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日本の人口1,000人当たり医師数は2.0人（OECD平均3.1人）であり、１人
当たりＧＤＰが平均以上のグループの中で、 下位。現在、医師の偏在
が問題にされているが、国際的にみれば医師の絶対数も少ない。

１人当たりGDPと人口1,000人当たり医師数（2004年）
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日本

人口1,000人当たり医師数：2.0人

1人当たりGDP：29,567米ドル

*「OECD Health Data 2006」から作成。

平均3.1人

(N = 25)

*出典：日本医師会「グランドデザイン2007－国民が安心できる 善の医療を目指して－総論」2007年3月
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３．地域医療の崩壊（１）－開業医の管理強化－

－在宅当番医制ネットワークを構築、休日・夜間の救急センターに交代出務
－時間外でも携帯電話で連絡がとれること
－在宅療養支援診療所として24時間体制での対応 （20頁要約）

→「24時間体制」のハードルが高い→開業医の疲弊へ

在宅療養支援診療所の届出をしていない主な理由（N=108）
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在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保でき

ない

終末期医療まで考えると責任が持てない

当院の機能上、あまり関係がない

24時間訪問看護の提供が可能な体制を整備できない

24時間連絡を受ける医師または看護師を配置できない

24時間往診が可能な体制を確保できない

*福岡県医師会、福岡県メディカルセンター保健・医療・福祉研究機構、日本医師会総合政策研究機構「在宅療養支援診療

所実態調査－2007年1月実施－」より
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３．地域医療の崩壊（２）－在宅主治医の特定－

－「普段自分がかかっている医師の中から在宅主治医を選ぶこととし、
その在宅主治医が、必要に応じ関係する医師の間の調整を行う」（20頁）

－「病気になるまでは地域に主治医がいない患者の場合でも、（中略）、予め
公表された地域の医師の中から在宅主治医を選び、（後略）」（20頁）

国民と医師の行動を限定し、さらに不安におとしいれるような施策

公的医療保険の 大の特徴である「フリーアクセス」崩壊の第一歩
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３．地域医療の崩壊（３）－公立公的病院への資源の集中－

公的病院を中心としたマグネットホスピタルで、医師の供給調整機能を発
揮（17頁要約）

へき地での勤務をマグネットホスピタルに勤務する医師のキャリアパスに
組み込み、ここから派遣。全国的な病院ネットワークを有する団体に働きか
ける（19頁要約） 全国社会保険協会連合会（社会保険病院）の生き残り策か？

充分な医師数を確保しなければ、派遣元の急性期病院が共倒れ

財源投入が必要
これまでの財政中立の理屈からいえば、
－民間病院の財源（診療報酬）抑制
－民間病院は公立公的病院の下請け化

アクセスポイントの縮小（フリーアクセスの崩壊）
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４．実施主体および責任が明確になっていない主張の例
－「Ⅲ それぞれの問題点に対応した今後の医療政策の検討の方向性より」－

「国として、（中略）医療の連携の姿を明らかにすることが求められている」
（12頁）

国、都道府県の責任が曖昧にされている一方、医療機関、患者へは強
い注文がつけられている。

－「各医療機関が、地域の実情に応じて機能を分担・連携していくこと」
（12頁）

－「開業医に（中略）期待される役割として、たとえば、時間外でも携帯
で連絡がとれること」（20頁）

－「患者の側においても、（中略）適切な受診のあり方が求められるこ
と」（15頁）

国が作成した資料であるにもかかわらず、とるべきアクションには具体性がない
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５．現場（患者）の実態を無視した主張の例
－「Ⅲ それぞれの問題点に対応した今後の医療政策の検討の方向性より」－

「薬剤の投与のあり方などを含む高齢者への診療の標準化を進める」（24頁）

→たとえば高齢者には後発医薬品を使用しろ、つまり高齢者の診療を制限
しろといっているようなもの

日本医師会の主張

【後期高齢者医療制度の診療報酬】
外来は出来高払いとする。入院も原則出来高払いとし、慢性期の一部を
選択性の包括払いとする。いずれの場合も、個々の病態に配慮しない
画一的な支払方式に陥らないよう、柔軟な対応を行う。

仮に成果の一部に包括払いが導入されることがあっても、
「診療」行為は、医療提供者の倫理に基づく 善の医療が実施される
べきであり、「標準化」はあってはならない
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６．財源に触れられていない
－「Ⅲ それぞれの問題点に対応した今後の医療政策の検討の方向性より」－

各医療機関が、機能を分担・連携し、その仕組みを住民に明らかにする
（12頁要約）

「医療機関の情報化やその情報連携」（14,15頁要約）

「人間全体を診る総合的な診療に対応できる医師の養成・確保」（19頁）

「急性期の病院医療や、慢性期疾患を抱える高齢者等の在宅での療養を
支える訪問看護の提供に求められる水準を満たす看護師の養成」（19頁）

「開業するに当たっては一定の研修を必要とする仕組み」（21頁）

「後期高齢者の療養を、終末期を含めて、生活の場において確保」（23頁）
→家族の負担にもつながる

医療機関、医療従事者、患者および家族の負担増
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役割・機能を明確化すれば問題は解決するのか？

たとえば、療養病床については、医療療養病床のみとし、従来の介護療養
病床は廃止されるという機能の明確化は行われた。しかし、患者の実態を
踏まえず機能分化が行われただけであり、大きな混乱を招いている。

2012年度

医療療養病床が必要な患者

－ 医療療養病床入院患者の66.8％

医療療養病床 ＝医療区分１の21.1％と医療区分２・３

25万床 － 介護療養病床入院患者の38.7％

＝医療区分２・３

介護療養病床 新たな介護施設等で対応する必要があるもの

13万床 － 総数から在宅可能な人数を除く

在宅可能な患者

－ 病状が安定しており、独居・日中独居等ではない
*四捨五入差があるのて、内訳と合計が一致しないところがある ※1  回復期リハを含む

医療療養病床が必要な患者

医療療養病床 － 医療療養・介護療養の入院患者とも、

23万床 医療区分２の７割と医療区分３

　（医療療養も、介護療養も、医療区分１すべて

介護療養病床 　と医療区分２の３割は老健・在宅へ）

12万床

回復期リハ

2万床

※2  回復期リハを除く

15万床

－

22万床

13万床

4万床

26万床

15万床
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今後の対策

全国医療費
適正化計画

医療政策の経緯、
現状および

今後の課題について

国

都道府県
医療費

適正化計画

都道府県

地域の実情を反映

国への積極的
な発言

地
域
の
医
療
現
場

都道府県は、国の考えを鵜呑みにするのではなく、医療現場との緊密な連
携により、地域の実情を反映した計画を策定し、積極的に国に発言し、ある
べき方向に向かわせていくべきである。

連携


