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Ⅰ．日本の医療現場の実態

－高齢者（75歳以上）のみの世帯人口比率の増加（1995年22.5％、2005年33.2％）。

－患者実態を踏まえれば長期療養病床は2012年に26万床必要（国の計画

は15万床）。最悪11万人の「医療難民」が発生。新たな介護施設等が整備さ

れなければ、介護難民も最大15万人発生。

孤独死が
現実化す
る社会

－特定機能病院（主として大学病院）が、「7対1」算定のため、看護師を大量

引き抜き。計画どおりに進めば、看護師不足のため、地方を中心に2万床

の一般病床が閉鎖される（2006年91万床、2008年89万床）。

地域医療
の崩壊

－日本の人口千人当たり医師数は、１人当たりGDPが平均以上の国の中で

最下位（日本2.0人、OECD平均3.1人）。

－医事関係訴訟の増加（10年間で1.7倍：1996年575件、2005年999件）と刑事訴

追の不安（福島県立大野病院における産婦人科医の逮捕など）

－小児科を標ぼうする施設は10年間で6ポイント減少（1996年35.2％、2006年
29.2％）。分娩実施施設は10年間で27％減少（1996年3,991、2006年2,933）。

－20代勤務医は週57時間就業。開業医は地域医療活動を評価されない実態。

－新医師臨床研修制度により、都市部や高報酬の医療機関に研修医が集中、

偏在（2006年は応募8,402人に対し、募集11,306人）。

医師の偏
在と不足
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Ⅱ．地域医療を守るために
１．医師不足対策
医療政策の失敗により、医師の偏在だけでなく、絶対数の不足も明らかに

なっている。

マクロでは
「偏在」といわ
れてきたが・・・

直接的要因

新医師臨床研修制度

医療訴訟の増加と
刑事訴追

本質的要因
－長期にわたる医療費抑制－

１．財源手当を伴わない
制度変更

－平均在院日数の短縮化による
労働量の増加

－「7対1」に伴う看護師不足の
結果として医師の負担増

２．勤務医の低待遇

医師不足

マクロでも
不足

ミクロ（現場）
では不足
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医師の不足に対する施策－勤務医－

－医療上の問題における刑事訴追の限定化短期的対策

－大学医学部定員の適正化

－医師の就業延長・再就職支援
中期的対策

－医療現場を守る診療報酬の引き上げ

－医師の就業環境改善のための財政的措置

（女性医師の就業支援を含む）

－臨床研修募集定員の適正化

－医学部定員地域枠の拡大と奨学金制度の充実

緊急対策

医療費抑制と財源手当を伴わない制度変更が相次ぎ、深刻な医師不足を
招いている。財源手当と体制整備が急務である。
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医師の不足に対する施策－開業医－

医師不足のため勤務医が疲弊している一方で、開業医は地域医療を中心
となって支えている。勤務医不足の解消と開業医の適正な評価のため、財政
中立を脱却した新たな財源が求められる。

－救急対策（急患センター出務、休日診療、夜間診療）、電話相談
－学校医、産業医、警察医
－予防接種、乳幼児検診、がん・成人病検診、健康相談
－感染症対策、安全・災害対策委員
－保健・福祉計画等の策定委員
－地域の行事における救護所等への出務
－介護保険対応（主治医意見書、介護保険認定審査会、ケアマネジメ

ント評価委員会 等）
－公的医療保険維持のための保険診療に関する研修会等

開業医（医師会員）は、それぞれ分担して地域の保健・医療・福祉活動を
担っている
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２．「孤独死」の不安のない社会
厚生労働省は「高齢者は在宅へ」という方針である。しかし、高齢者の世帯

実態の変容にも留意しなければならない。
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75歳以上人口に占める独居・「老々」世帯の人の比率

*総務省「国勢調査」から作成。四捨五入差があるため内訳と合計が合わないところがある。

独居

「老々」世帯

4～5人に1人が高

齢者だけの暮らし

3人に1人

2003年 98件 2004年215件 2005年234件 2006年253件
孤独死をとりあげた新聞報道（日経、朝日、毎日、読売、産経）
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必要療養病床数の粗い推計
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実績 推計 推計 日本医師会 厚生労働省

医療療養病床 新たな介護施設等（現在の介護療養病床）

*四捨五入差があるため、内訳と合計が一致しないところがある

*詳細は、社団法人 日本医師会「グランドデザイン2007－国民が安心できる最善の医療を目指して－総論」（2007年3月）

（万床）

医療難民
11万人

介護難民
最大15万人?

厚生労働省
医療区分１は
「社会的入院」

日本医師会調査によると、医療区分１の約2割は
医学的管理・処置が必要

厚生労働省は、2012年度に医療療養病床を15万床にする方針である。し
かし、患者実態を踏まえると、2012年度には医療療養病床は26万床必要で

ある。医療難民、介護難民を出さないためにも、療養病床のあり方の見直し
が不可欠である。

新たな介護施
設等が整備さ
れない場合
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３．医療の格差を作らないために

① 地方分権

「住民が負担との見合いで
行政サービスを選択するこ
とができるよう」（38頁）

② 独立行政法人見直し

「官から民へ」（32頁）

③規制の集中改革ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
「レセプトオンライン請求化
を期限内に確実に達成」（9
頁、25頁）

基本方針2007（素案）
公的医療保険にあっては地域格差は

認められない。したがって、都道府県別
保険料、特例診療報酬はあってはならな
い。

国立病院など、一律に安易な民営化を進
めることは、会社立の介護保険事業者の
例*1)にもあるように危険を伴う。患者・住民
が不利益をこうむることがないよう配慮し、
医療提供体制の構築にあたるべきである。

良質な地域医療提供体制を維持するた
め、オンライン請求できない医療機関にも
十分配慮する。

*1)不採算地域へ進出しないばかりか、進出した場合でも、採算性によっては撤退するケースが少なくない。
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４．医療従事者の役割

「医師と他の医療従事者の間
の役割分担の見直し」（9頁）

「医師・看護師等の医療従事
者等の役割分担の見直し」
（25頁）

基本方針2007（素案） 医師や看護師が行う事務的作業
の軽減には異論はない。

しかし、それぞれの身分法で規定
する業務範囲の見直しは、責任の
所在も含めて慎重に検討すべきで
ある。

また、医療の質・安全の確保のた
めにも、医師の指示の下で役割分
担を行うことを徹底すべきである。
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Ⅲ．あるべき医療費の確保に向けて
１．歳入歳出一体改革について

「骨太の方針2006」では、社会保障費について過去5年間の改革（国▲1.1
兆円（国・地方合わせて▲1.6兆円に相当）の伸びの抑制）を継続するとされた。
この過去5年間の社会保障費削減額には、医療制度改革効果を含んでいる。

国の削減目標と予算での削減内訳 （億円）

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 累計

削減目標 -3,000 -2,200 -2,200 -2,200 -2,200 -11,800

医療制度改革 -970 -900 -1,870

診療報酬改定 -1,830 -717 -2,390 -4,937

介護保険制度改革 -420 -420

介護報酬改定 -300 -90 -390

年金物価ｽﾗｲﾄﾞ引下げ -1,150 -100 -100 -110 -1,460

その他 -200 -750 -437 -81 -1,468

計 -3,000 -2,200 -1,254 -601 -3,490 -10,545 ①

三位一体改革の効果 -2,320 -6,300 -6,707 -15,327 ②
*参議院厚生労働委員会調査室作成資料より

（主な制度改革）

－現役並み所得を有する高齢者の患者負担の見直し
－療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の見直し
－70～74歳の高齢者の患者負担の見直し

－医療費適正化計画（平均在院日数の短縮化、療養病床の再編など）

－後期高齢者医療制度の創設

過去5年間の社会保障費削減額

予
算
削
減
内
訳

2006年10月～

2008年4月

1.1兆円
（①＋②の一部）

「 2004～2006年
度の削減目標と

小計の差は、三

位一体改革にお

いて行われている

社会保障費削減

で埋められてい

る」とされている。

国・地方合わせて
1.6兆円

▲900億円の内訳
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医療制度改革を通じた国・地方の負担

① 2011年度は国の公表値である。2011年度だけで▲1.0兆円の効果がある。
② 2006年度から2011年度にかけて、公費（国・地方）の伸びは年率3％で計算されている。

すなわち、制度改革を行っても再び医療費が上昇するということを織り込み済みである。

医療制度改革効果の見通し－公費（国・地方）－
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11.0

12.0
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2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

改革前 改革後

*2006年度と2011年度は、厚生労働省「社会保障の給付と負担の見通し－平成18年5月推計－」より

（兆円） 点線は変化率を一定として仮置。

実際には、制度の施行時期が異

なるので、一定ではない。

▲0.6兆円

▲0.7兆円

▲0.8兆円
▲0.9兆円

▲1.0兆円

2007年度～2011年度
累計約▲4兆円

すでに決定している医療制度改革だけでも、2011年度単年度で国・地方
▲1.0兆円の削減が見込まれる。今後5年間（2007年度～2011年度）では約4
兆円の削減が見込まれる。社会保障、特に医療は行き過ぎた改革から引き返
すべきである。
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２．平成20年度予算について

医療は、今般の医療制度改革により、大きな痛みをこうむっている。
「骨太の方針2006」を踏まえた歳出改革は、すでに進みつつある制度改

革の時期と効果に配慮しなければならない。

背景：
「基本方針2006」には「今後5年間に実施すべき歳出改革の内容は、機械的に5
年間均等に歳出削減を行うことを想定したものではない。それぞれの分野が抱
える特殊事情や既に決まっている制度改革時期とも連動させ、また歳入改革も
にらみながら、5年間の間に必要な対応を行うという性格のものである」（34頁）と

明記されている。
「基本方針2007」においても、その方針は遵守されるべきである。

また仮に、税の自然増収が期待される場合には、地域医療崩壊の阻止、
医師不足対策等、喫緊の課題に振り向けられたい。
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質の高い医療を提供するためには、医療機関の健全経営は大前提である。
しかし、過去3回の診療報酬改定はすべてマイナス改定であった。特に

2002年度と2006年度には技術料である診療報酬本体が大幅に引き下げら

れた。その結果として、健全な医業経営の維持が困難になり、地域医療の
確保を脅かしている。

▲3.16％

▲1.80％

▲0.60％

▲1.50％

▲1.50％

▲1.36％

2006年度

▲1.05％▲1.40％薬価・材料価格部分

±0％▲1.30％調剤

±0％▲1.30％歯科

▲1.05％▲2.70％診療報酬全体

±0％▲1.30％医科

±0％▲1.30％本体部分

2004年度2002年度

最近の診療報酬改定の内容

健全な医業経営の維持・回復の必要性
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３．あるべき医療費と新たな財源

*詳細は、社団法人 日本医師会「グランドデザイン2007－国民が安心できる最善の医療を目指して－総論」（2007年3月）

日本の対GDP比総医療費はOECD加盟30か国中18位である。日本国民

が経済力に見合った医療を受けるためには、医療費はむしろ増加させるべき
である。

医療費の将来推計－2015年度－
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制度改革後 医療費抑制が
進んだ場合

あるべき医療費

厚生労働省推計 日本医師会推計

(兆円） あるべき医療費

総医療費のGDPに占める比率を
OECD加盟国平均なみの8.8％（日本
は8.0％）にするための費用。

以下の費用（安全・安心のために追加
すべきコスト）を含む。
ⅰ）医療安全従事者を配置するため

のコスト
ⅱ）医療従事者の質の確保のための

世間なみの賃金上昇率
ⅲ）地域医療提供体制維持のための

再生産コスト
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新たな財源について
先進国なみの医療費水準を実現するためには、新たな財源も必要である。

そのため、もう一度、国家財政全体の見直しに立ち返ることを提案したい。
たとえば特別会計改革により、一般会計への繰入が拡大しつつあるが、

決算ベースでの検討も求めたい。

歳入389.5兆円

歳出361.9兆円

剰余金（歳入－歳出）
27.6兆円

（含一般会計へ繰入0.1兆円）

*四捨五入差がある

ため内訳を足しても
1.8兆円にならない

一般会計へ繰入1.8兆円

1.6兆円

0.1兆円

2007年度当初予算
特別会計剰余金（歳入－歳出）

14.1
20.2

37.2

28.1

43.3

52.9
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20.0

40.0

60.0

2003年度 2004年度 2005年度

当初予算 決算（兆円）

*財務省「財政統計」から作成。2005年度は見込み額。

※積立金については、財政投融資特別会計の積立金が、政令で定める金額を超えた場合、国債整理基金特別会計に繰り入れること
ができることとなり、2005年度決算後、12兆円を繰り入れた。


