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第１章 医療の質向上と安全のために 
 
１．医療従事者の偏在と不足 
 
（１）医師の偏在と不足 

 

１）医師の偏在と不足の現状 

厚生労働省は、これまで、医師は偏在しているだけであって、不足しているわけで

はないという見解を示していた。 
1997 年 6 月には医師数を抑制する旨の閣議決定 1 )がなされ、翌 1998 年 5 月の厚生

労働省「医師の需給に関する検討会」では、「地域的にみて医師の配置に不均衡が見ら

れるものの、現在の医師数の状況は全体としては未だ過剰な状態に至っていないが、

診療所医師数の増加がある程度続いた後は医師の過剰問題がより一層顕在化し始め

る」と、「過剰」を懸念した認識であった。この時、2020 年には供給医師数の下位推

計が必要医師数の上位推計を上回ると予測されていた（表 1-1-1）。 

（千人）

下位 中位 上位 下位 中位 上位

2000年 247 252 284 258 263 267

2005年 247 260 290 266 276 285

2010年 247 270 295 275 289 302

2015年 244 278 297 292 301 318

2020年 240 286 295 301 306 332

2025年 233 291 291 305 305 344

*厚生労働省「医師の需給に関する検討会」資料（1998年5月） より

表1-1-1　必要医師数と供給医師数の推計（2005年に社会的入院が解消した場合）

必要医師数 供給医師数

 しかし、「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」

（以下、「グランドデザイン 2007 総論」）にも示したとおり、日本は、その経済力に

比して医師数が少ない。OECD諸国と比較すると、１人当たりGDPが平均以上の国の

グループにおいて、日本の人口 1,000 人当たり医師数は最下位である。また、日本は

高齢化が著しく進展したが、人口 1,000 人当たり医師数は微増に止まっており、高齢

化に対応した医師の供給強化も行われていない 2 )。 

                                                 
1) 「財政構造改革の推進について」において、「医療提供体制について、（中略）医師国家試験の合格者

数を抑制する等の措置により医療提供体制の合理化を図る」とされた。 
2) 高齢化率と人口 1,000 人当たり医師数（以下、単に医師数）はそれぞれ次のようになっている。（高

齢化率 1995 年→2004 年、医師数 1996 年→2004 年）日本：高齢化率 14.6％→19.7％、医師数 1.8 人→

2.0 人、フランス：高齢化率 15.6％→16.3％、医師数 3.2 人→3.4 人、ドイツ：15.5％→18.8％、医師数

3.1 人→3.4 人。日本医師会「グランドデザイン 2007 総論」より。 
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さらに、小児科、産科医療からの医師の離脱が進んでおり、小児科を標ぼうする施

設は 9 年間で 6 ポイント減少（1996 年 35.2％、2005 年 29.2％）し（図 1-1-1）、分

娩実施施設が 9 年間で 27％減少（1996 年 3,991、2005 年 2,933）するという事態（図

1-1-2）となっている。また、外科や外科領域の医師構成割合も減少傾向にある（図

1-1-3）。 

図1-1-1　小児科を標榜する施設数

45.6% 45.1% 45.0% 42.9% 42.3% 42.0% 41.4% 40.8% 40.4% 39.7%

30.8% 29.3% 27.3% 26.0%

29.2%30.8%
33.1%

35.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

年

病院

一般診療所

全体

*厚生労働省「医療施設調査」から作成

 

図1-1-2　産婦人科、産科と分娩を実施した施設

7,302 6,829 6,398 5,997
3,991 3,697 3,306 2,933

0
2,000
4,000
6,000
8,000

1996 1999 2002 2005
年

産婦人科、産科を標ぼうする施設数 分娩を実施した施設数

*厚生労働省「平成17年 医療施設（静態・動態)調査」から作成

（件）

図1-1-3　外科領域医師数の構成割合

22.7% 22.5% 22.4% 22.3% 21.9% 21.4%

11.2% 10.8% 10.5% 10.1% 9.6% 9.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1994 1996 1998 2000 2002 2004
年

外科領域総数

（再掲）外科

*厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」から作成

*外科領域総数：外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、美容外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科の

医師  

 2



２）医師の偏在・不足の要因 

医師不足の直接的な要因は、新医師臨床研修制度下でのマッチングシステムの導入

と、医療訴訟の増加である。 
2003 年に導入された新医師臨床研修制度における、マッチングの状況をみると、

2006 年の例で、募集定員 11,306 人に対し参加順位登録者数は 8,402 人であり、3 千

人近いギャップが生じている（図 1-1-4）。その結果、都市や適正水準を上回る報酬を

提示する一部の医療機関に研修医が集中した。 
また、医事関係訴訟は、1996 年には 575 件であったが、2006 年には 912 件と 10

年間で 1.6 倍になった（図 1-1-5）。さらに、事故から１年以上後に、執刀医が逮捕さ

れた福島県立大野病院事件ほか、刑事訴追されるケースも散見されるようになった。 
 

図1-1-4 研修医マッチング状況

10,870 11,122 11,228 11,306

8,109 8,394 8,472 8,4027,756 8,000 8,100 8,094

0

3,000

6,000

9,000

12,000

2003 2004 2005 2006
年

募集定員 参加順位登録者数 マッチ者数
（人）

*医師臨床研修マッチング協議会「研修医マッチングの結果」から作成
 

図1-1-5 医事関係訴訟の新受件数

575 597 632 678
795 824

906
1,003

1,110
999

912

0

400

800

1,200

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

年

（件）

*最高裁判所「医事関係訴訟事件の処理状況及び平均審理期間」から作成
 

 

本質的な要因は、長年にわたる医療費抑制政策にある。平均在院日数の短縮化が、

特に勤務医の過重労働と疲弊をもたらした。また、「7 対 1」入院基本料の導入により、

都市部の大規模病院が看護師を引き抜き、看護師不足となった地方の中小病院におい
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て医師に負担がしわ寄せされた。そして現在、医療関係者のみならず、患者、地域住

民までもが医師不足の問題に直面することとなった。 
 
３）地域における医師の偏在と不足 

地域における医師の偏在・不足の問題は、① 大都市圏と地方、② 地方における都

市部への一極集中、に大別して考える必要がある。 
二次医療圏ごとの人口 10 万対医師数をみると、都道府県内でもかなりの格差があ

る（表 1-1-2）。さらに、二次医療圏の面積、人口、地理的特性は多様であるため、圏

内での偏在や不足も存在しうる。大都市圏隣接地域などでは、患者の通常の受療行動

が二次医療圏を超えるケースもあり、患者の流出入を考慮し、複数の医療圏を重層的

にとらえて医療の需給を検討する必要がある。 
また、これらの検討は全国一律に行うのは適当ではない。それぞれの地域の特性を

理解している都道府県医師会が重要な役割を担っていかなければならない。そのため

に、日本医師会は各都道府県医師会が把握した地域の医療ニーズを集約および分析し、

あるべき姿が実現されるよう、国に働きかける役割を担っていく。 
 
４）今後予測される医師の偏在・不足要因 

今後、医師の偏在および不足を悪化させる要因としては、以下の事項が懸念される

が、中長期かつ正確な予測に基づく対応が必要である。 
 

人口構造の変化 

・少子高齢社会の進展、団塊世代の高齢化 
 

国民意識・社会の変化、医師の意識変化 

・価値観の変容 （終末期医療、生殖医療、遺伝子医療等へのニーズの多様化） 
・患者の権利意識の高まり、患者の情報収集の容易化 
・司法制度改革（弁護士の増加と訴訟社会の進展、ADR（Alternative Dispute 

Resolution）の導入・普及） 
・医師の就業先の多様化（海外流出、ベンチャー起業など） 
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二次医療圏 二次医療圏

上段：最大
下段：最小

上段：最大
下段：最小

上川中部 284.6 大津 307.4

根室 95.8 甲賀 110.4

津軽地域 241.6 京都・乙訓 341.4

西北五地域 94.7 山城南 104.2

盛岡 247.4 大阪市 315.2

二戸 102.7 中河内 163.5

仙台 291.6 神戸 254.9

黒川（*1） 45.1 西播磨 128.7

秋田周辺 250.4 中和 236.5

湯沢・雄勝 101.0 西和 146.4

村山 225.6 和歌山 313.3

最上 126.3 那賀 146.8

県北 223.4 西部 351.9

南会津 99.4 中部 176.7

つくば 322.2 出雲 360.1

常陸太田・ひたちなか 80.1 雲南 133.4

県南 235.7 県南東部 282.6

県西 118.4 高梁・阿新 127.4

前橋 368.6 呉 276.3

太田・館林 131.8 広島中央 174.3

西部第二 222.3 宇部・小野田 364.9

児玉 84.8 萩 159.9

安房 253.4 東部Ⅰ 302.0

夷隅長生 84.3 西部Ⅱ 179.2

区中央部（*2） 1,190.6 高松 301.8

西多摩 123.5 小豆 140.3

川崎南部 232.8 松山 267.9

県央 116.6 今治 165.8

新潟 311.2 中央 293.8

十日町 99.6 高幡 151.4

富山 257.7 久留米 385.9

新川 167.5 京築 126.0

石川中央 303.0 中部 277.8

能登北部 124.4 西部 149.9

福井・坂井 276.2 長崎 318.4

奥越 104.9 上五島 106.0

甲府地区 311.5 熊本 352.8

東部 93.8 阿蘇 109.9

松本 295.5 別杵速見 295.0

木曽 114.5 東国東 128.6

岐阜 213.7 宮崎東諸県 283.3

中濃 120.2 西都児湯 114.4

西遠 219.8 鹿児島 319.9

北遠 84.7 熊毛 100.0

尾張東部 317.1 南部 235.2

尾張中部 64.2 宮古 149.7

中勢伊賀 228.5

東紀州 145.4

表1-1-2　同一県内における人口10万人当たり従事医師数の違い

鹿児島県 212.9 3.2 倍

大分県

宮崎県 206.9 2.5 倍

熊本県

＊1　黒川（ 大和町、大郷町、富谷町、大衡村）

＊2　区中央部（千代田区、中央区、港区、文京区、台東区）

＊3  島しょ医療圏を除く

＊厚生労働省「平成16年 医師・歯科医師・薬剤師調査」より作成

沖縄県 196.3 1.6 倍

235.4 3.2 倍

226.9 2.3 倍

福岡県 253.2 3.1 倍

長崎県 247.2 3.0 倍

216.4 1.9 倍佐賀県

徳島県 262.4 1.7 倍

香川県 236.6 2.2 倍

広島県 224.9 1.6 倍

山口県 224.1 2.3 倍

愛知県 174.9 4.9 倍

三重県 176.8 1.6 倍

岐阜県 165.0 1.8 倍

静岡県 168.5 2.6 倍

山梨県 186.8 3.3 倍

長野県 181.8 2.6 倍

都道
府県

人口10万人
当たり従事

医師数

人口10万人
当たり従事

医師数

県内
での
差

都道
府県

人口10万人
当たり従事

医師数

人口10万人
当たり従事

医師数

県内
での
差

福井県 202.7 2.6 倍

石川県 238.8 2.4 倍

愛媛県 223.9 1.6 倍

高知県 261.4 1.9 倍

2.8 倍

3.3 倍

1.9 倍

2.2 倍

2.7 倍

2.0 倍

1.6 倍

2.1 倍

2.0 倍

奈良県 196.7

島根県 238.1

和歌山県 236.8

鳥取県 258.3

滋賀県 189.7

岡山県 246.3

京都府 258.3

大阪府 231.2

兵庫県 197.3

9.6 倍

2.0 倍

3.1 倍

1.5 倍

2.0 倍

2.8 倍

2.6 倍

3.0 倍

166.9

213.6

3.0 倍

2.6 倍

2.4 倍

6.5 倍

2.5 倍

1.8 倍

2.2 倍

4.0 倍

129.4

146.0

264.2

167.4神奈川県

新潟県

富山県

188.0

181.9

184.2

171.0

142.3

189.8

192.2群馬県

埼玉県

千葉県

東京都
（*3）

山形県

福島県

茨城県

栃木県

167.9岩手県

宮城県

秋田県

北海道 203.6

青森道 164.0
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医療制度改革、規制改革の進展 

・医療提供体制のさらなる重点化、集約化 
・後期高齢者医療制度の創設、介護保険の拡大、健診・保健指導の導入 
・在宅医療の進展 
・営利主義の医業経営（株式会社の参入） 
・いわゆる混合診療の解禁による保険外診療を担う医師のニーズ拡大 

 

医学・医療の進歩、発展 

・新しい医薬・機器や治療方法の開発、先端技術の一般化・普遍化 
・政府の知的財産戦略の推進、バイオテクノロジー戦略の推進 
 

行財政改革の進展 

・自治体間の財政力格差がもたらす救急医療、保健サービス、医療費補助などの格差 
・公的病院等の統合・再編、民間移譲など 

 

５）医師の不足に対する施策 

日本医師会は、今後の医師の偏在および不足要因も考慮した上で、とるべき施策を

優先度別に以下のように大別し、財源手当と体制整備を求めていく。 
ただし、国による画一的な政策の遂行は、地域医療に混乱をもたらしかねない。地

域における医師の確保策は、それぞれの地域の特性や事情が反映されたものでなけれ

ばならず、地域医療対策協議会等における都道府県医師会及び郡市区医師会による指

導力の発揮が期待される。 
 
緊急対策 

① 医療現場を守る診療報酬の引き上げ 
② 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） 
③ 臨床研修募集定員の適正化 
④ 医学部定員地域枠の拡大と奨学金制度の充実 

短期的対策 
⑤ 医療上の問題における刑事訴追の限定化 

中期的対策 
⑥ 大学医学部定員の適正化 
⑦ 医師の就業延長・再就職支援 
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厚生労働省でも医師の偏在・不足解消の方策が検討されているが、特に以下の内容

については問題があることを指摘しておく。 
 
① 医療資源の集約化・重点化 

いわゆるマグネット・ホスピタル構想 3 )などの医療資源の集約化・重点化や病院

の拠点化による対策は、医療へのアクセスポイントの狭小化をまねき、医療のフリ

ーアクセスの阻害要因となるおそれがある。医療資源の集約化・重点化や病院の拠

点化は、地域の医療機能の分化と連携を確立し、「いつでも、どこでも、だれでもが

適切な医療を受けられる体制」を築いた上でなければ、行ってはならない。 
 

② 医師の派遣 

医療は、医療安全の確保のため、チームでの信頼関係が重要であるが、派遣労働

者には組織への帰属意識が希薄なケースがある。また、医療機関には医療を担う人

材を養成する役割があることから、医師の派遣は無制限に行われるべきではない。 
 

③ 医師・コメディカル等の役割分担と業務範囲 

現行の医師やコメディカルの資格制度は、医療の安全を保障し、患者の生命・健

康を守り、国民の医療に対する信頼を確立するためにある。医師とコメディカル等

の役割分担については、現行の法制度に基づいて行われるべきある。また、コメデ

ィカルが新たに業務を分担した際には、責任の所在も明確にされなければならない。 
 

④ 診療所医師（いわゆる「開業医」）への業務転嫁 

診療所医師は、通常の診療業務のほか、救急対策、学校保健、産業医、警察医、

予防接種、各種検診、介護保険対策等、地域の保健・医療・福祉を支える役割を担

っている。勤務医から診療所医師への業務転嫁は、これまでの勤務医の疲弊に加え

て、診療所医師の疲弊も招くこととなり、地域医療に混乱を来たすことにつながり

かねない。 

                                                 
3) 医療機能の分化・連携の取組自体が医師確保対策となり、これに加えて都道府県が医療対策協議会で

の検討を基に、公的病院を中心としたいわゆるマグネット・ホスピタルを活用して、医師の供給調整機

能を発揮できるようにすることで、地域の病院の医師確保は可能となるという考え。厚生労働省「医療

政策の経緯、現状及び今後の課題について」2007 年 4 月 
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（２）看護職員の偏在と不足 

 
１）看護職員の需給見通しについて 

看護職員の確保・養成にかかわる政策を計画するためには、基礎資料として需給見

通しが大きな意味をもつ。しかし、厚生労働省は、これまで実態と大きくかけ離れた

需給見通しを発表してきた。 
厚生労働省が 2005 年 12 月に発表した需給見通しでは、2006 年には看護職員は

41,600 人不足しているが、2010 年の不足は 15,900 人に縮小する。しかし、この需給

見通しには、一般病棟入院基本料に新設された 7 対 1 入院基本料の看護配置がまった

く考慮されていない。 
日本医師会は、2006 年 10 月に「看護職員の需給に関する調査」を行った。これに

よると、7 対 1 入院基本料の基準達成のため、病床数削減を計画している病院も少な

くないことが明らかとなった。病院が計画どおりに病床数削減を進めた場合、2006
年に 91 万床ある一般病床は、2009 年 89 万床になる（療養病床から一般病床への転

換分は見込まない）。さらに、仮に 2 万床が削減されたとしても、なお看護師・准看

護師は不足すると予測される。 
需給見通しは、行政の政策実現（医療費抑制）のための数字合わせではなく、現実

を反映させたものでなくてはならない。日本医師会は、数字として表れてはこない地

域や医療機関間の不足・偏在も考慮した上で、国が看護職員確保対策を講じるよう強

く求めているところである。 
 

２）EPA と外国人看護師の受け入れ問題 

EPA（Economic Partnership Agreement：経済連携協定）は、特定の二国間また

は複数国間で、人、物、金の移動の自由化を行う協定である。WTO（World Trade 
Organization：世界貿易機構）は自由貿易を促進する目的で作られたが、WTO を補

完し二国間、地域内での自由貿易協定を可能にしたものが FTA（Free Trade Area：
自由貿易協定）、さらに通商取引のみならずヒト等を含む連携が EPA である。 

日本においては、2006 年 9 月にフィリピンとの間に EPA が締結された。これによ

り、2007 年からの 2 年間で看護師 400 人、介護福祉士 600 人を受け入れる予定であ

った。しかし、フィリピンの国内事情により国会承認が遅れていることなどから、最

初の受け入れは 2008 年にずれ込む見通しである。 
看護師については、入国前に当該国の資格を有していること、入国後に日本語研修、

看護導入研修を受け、さらに医療機関で研修・就労し在留期間 3 年を経た後、日本の

国家試験に合格する必要がある。 
2006 年 11 月にはインドネシアとの EPA も大筋合意し、2007 年 8 月にインドネシ
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アで署名された。協定成立については 2007 年あるいは 2008 年が予想される。 
日本医師会としては、EPA で決定された看護師・介護福祉士の受け入れには異論は

ない。しかし、これらの医療関係職種は、本来、国が責任をもって養成すべきである。

今回の協定が批准され、実行に移されたとしても、日本の看護師不足の解決策にはな

らないことを指摘しておきたい。 
 

３）看護基礎教育等のカリキュラム改正 

少子高齢社会における人口構造や疾病構造の変化に対応し、患者に安全・安心で質

の高い医療を提供するため、看護職員の基礎教育充実の必要性がより高まっている。 
このような中、前回のカリキュラム改正から 10 年を経過したとして、2006 年 3 月

から 2007 年 3 月まで、厚生労働省において「看護基礎教育の充実に関する検討会」

が 9 回にわたって開催された。 
ここでの検討により、看護技術や助産技術、保健指導等の技術を確実に修得するた

め、保健師・助産師・看護師それぞれの教育課程で修得すべき技術項目を精査し、卒

業時の到達目標を明確化することとなった。また看護師基礎教育については、臨床実

践に近い形で知識・技術を統合するとともに、技術修得のための学内演習の充実を図

ることとなった。 
これらの結果、修得単位が、看護師 3 年過程は 93 単位（2,895 時間）以上から 97

単位（3,000 時間）へ、保健師は 21 単位（675 時間）以上から 24 単位（790 時間）

へ、助産師は 22 単位（720 時間）以上から 23 単位（765 時間）へと引き上げられた。 
このカリキュラムは 2009 年度から実施される予定である。一方で、これまでカリ

キュラムが強化されてきた過程において、特に准看護師等が就労しながら就学するこ

とが困難になり、看護職員を目指す者の門戸を狭めたことも事実である。 
看護教育の充実強化の必要性はもっともであるが、看護職志望者や医療現場と教育

との齟齬がないようにしなければならない。 
 

４）看護職員の養成 

地域医療を支える看護職員を確保するために、地域医師会も看護師・准看護師養成

に携わっている。しかし、厳しい財政状況の中、やむなく閉校に追い込まれるケース

も多く、養成力の脆弱化が懸念される。国は、医療関係職を養成するには相応の費用

がかかることを再認識し、これまで以上に補助金などの財政支援を行うべきである。 
看護職養成に関しては、養成所数も全体の定員数も減少傾向にあるが、看護職員の

不足は日本医師会が行った調査 4 )からも明らかである。したがって入学定員の増加や

                                                 
4) 日本医師会「看護職員の需給に関する調査－2006 年 10 月調査－」 
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養成機関の新設などの看護職員充足対策は不可欠である。ここでは、現状の看護職員

養成対策を以下に示す。 
 

① 教職者の資質向上 

看護職員を目指す者への教育を充実させるには、養成機関の教育の資質を一定レベ

ルに保つことが必要である。また、その資質の向上を目指すことを可能にするような

システム化が求められる。 
 

② 通信教育制度の充実 

現行制度においては、実務経験 10 年以上の准看護師は、2 年課程の通信制により看

護師国家試験の受験資格を得ることができる。そこで、通信制の受講要件である年限

を緩和することにより、看護職に熱意を持つ者への門戸を広げるべきと考える。また、

通信教育そのもののあり方としても、インターネットのブロードバンドや衛星放送を

活用するなどして、通信教育の充実にも傾注すべきである。 
 

③ 看護職復帰希望者へのプログラム 

看護職を経験しながら、事情によりいったん職を辞し、再度看護職に復帰しようと

希望する者に対しては、医療現場にスムーズに適応できるようなプログラムを設ける

べきである。 
 

④ 男子看護職志望者の採用促進 

看護職員資格は男女の区別なく取得可能であるが、女性を中心にとらえられがちで

ある。男性が、看護職を目指しやすくする環境を整備することも必要である。 
 

⑤ 准看護師養成の充実 

2006 年における准看護師養成所入学者の内訳は、中卒 5.1％、高卒 81.3％、短大卒

7.7％、大卒 5.2％、その他 0.8％となっている。このうち高卒以上の入学者の中には、

社会人経験を有する人も少なくないと推察される。一度、社会に出た人が看護職種に

関心を抱き、看護職という新たな道に挑戦しようとすることは、患者にとっても医療

機関にとっても貴重なことである。社会的にも意義深いものであることから、社会人

入学の拡大に向け、門戸を開くことが望まれる。 
 

⑥ 国家試験の年 2 回実施 

1989 年まで、看護師国家試験は年 2 回実施されていた。その後、受験者の減少を

理由に年 1 回（2 月）の実施となった。しかし、2007 年の第 96 回国家試験では不合
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格者が約 5 千人おり、年 2 回実施が復活すれば 5 千人近い再受験者を確保できると見

込まれる。現在の看護師不足を考慮し、年 2 回実施に戻すべきである。なお、准看護

師もこれに準拠し、年 2 回実施とすべきである。 
 

５）助産師不足とその養成 

助産師の絶対数不足から、産科に関わる有床診療所、病院における助産師不足が大

きな問題となっている。 
日本医師会は 2006 年 10 月より、医師会立の看護師養成機関に定時制助産師養成コ

ースを開設する可能性を模索し、厚生労働省と協議を重ねてきた。その結果、通常は

設置者が必要書類を提出して指定・承認書を受理するまでに最低 1 年を要するが、

2008 年度に助産師養成所を設置する者に限り、2007 年 3 月 15 日までに書類を提出

すればよいことになった。 
また、保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部が改正され、異なる時間帯に

授業が設定されていれば、看護師学校養成所の普通教室、図書館、実習室を助産師コ

ースと共用できるようになった。 
さらに、2007 年度には国の予算に助産師養成所（定時制）開校促進事業が新設され、

補助金が交付されるようになった。これにより、現在 3 か所の医師会立看護師養成所

ほか 1 か所が、助産師養成コースの併設を決定し、2008 年 4 月の開校を目指して準

備に入っている。 
現在のところ、医師会は自らが積極的に助産師を養成し、助産師不足問題を打開し

ようとしている。しかし、助産師の養成こそは国の少子化対策の一環でもある。国は

その点を認識し、助産師養成に責任をもつべきである。 
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２．医師の教育・研修 
 

医学・医療の将来像実現のためには、それを進める人材の養成、すなわち医学教育

のあり方が重要である。医師には、医師として必要な知識・技術のほかに、厳しい倫

理観と鋭い知性、豊かな人間性も求められる。 
医学教育を論ずるとき、広義には家庭教育、社会教育ならびに高等学校までの教育

の影響も考慮すべきであろうが、ここでは、医学教育を学部教育、卒後臨床研修、生

涯教育に区分して、そのあり方について考える（図 1-2-1）。 
 

*カリキュラムは大学によって異なる

図1-2-1　医師の生涯教育　医学部教育から生涯教育まで
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（１）新医師臨床研修制度と学部教育 

 

１）新医師臨床研修制度について 

1968 年、インターン紛争後に発足した臨床研修制度は、当初から多くの問題が指摘

されながら、2004 年 4 月に新医師臨床研修制度として義務化されるまで、36 年の歳

月を要した。 
新制度は、臨床研修の明確な到達目標を示した点、アルバイトをせずに研修できる

ような身分保障と経済的保障をしたという点では、成果をあげたといえる。 
また、臨床研修に参加した病院は、病院の目標、理念の再確認やソフト・ハード面

の整備を行い、その結果、病院全体のレベルアップ、標準化が進んだとも言われてい

る。その一方で、全国の研修病院と研修医をコンピュータでマッチングさせるシステ

ムの導入は、研修医の大学離れを加速させ、医局への新規入局者が激減した大学は、

地域の病院からの医師引き上げを余儀なくされた。このことが、医師の偏在、医師不 
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足を顕在化させ、地域医療を崩壊の危機にさらす大きな社会問題を引き起こした。 
新医師臨床研修制度については、第一にマッチングシステムの見直しが求められる。

2006 年は、卒業生（参加順位登録者数）8,402 人に対し、受け皿である募集定員は

11,306 人である。臨床研修病院指定基準の見直し、募集定員の削減、都道府県別の地

域枠の設定などが必要である。また、そのためには、日本医師会、財団法人医療研修

推進財団、全国医学部長病院長会議および臨床研修協議会から構成されるマッチング

協議会の機能を強化・拡充しなければならない。 
第二に、大学病院には、大学内の診療科を横断して編成された魅力ある研修プログ

ラム、地域の医療機関との連携による研修プログラムの構築、総合診療部の積極的な

活用などを通じ、新医師臨床研修制度のいっそうの充実を図ることが求められる。 
第三に、地域ごとに医師の需要と供給、就労状況、研修受け入れ機関などからなる

「地域医療データベース」を構築する。大学だけでなく、地域医療に携わる関係者が

情報を共有しながら、医師卒後研修の位置づけ、医師の適正配置などについて、認識

し、検討する。そして、この中で日本医師会は、地域の医療機関をたばねる統率力を

発揮していく。 
 

２）学部教育について 

現在、学部教育を見直す声も高まっており、2006 年 7 月には全国医学部長病院長

会議において、「医学生ならびに医師の生涯教育の観点から研修制度の位置付けを明確

にし、卒前臨床実習、卒後の生涯医学研修を含む一貫性のある医学生涯教育システム

を早急に検討する必要がある」との緊急声明が出された。 
卒後臨床研修を有意義なものとするために、学部教育についていくつかの改善点を

述べる。 
 

① 卒前臨床実習（診療参加型臨床実習） 

卒前臨床実習でもっとも重要なことは、診療から治療へのプロセスを学ぶことを通

じて、基本的な知識を技術に一体化させていく医師としての思考回路を形成すること

にある。そのためには、学生が学外に出て、地域医療機関との連携の下でプライマリ・

ケアを体験することも重要である。プライマリ・ケアこそ、診断から治療へのプロセ

スを学ぶ絶好の機会であり、そのためにも、地域社会や患者の支援を得て臨床実習の

裾野を拡げていくことが望ましい。 
一方で、新医師臨床研修制度に盛り込まれた到達目標の多くは、診療チームの一員

として実際に診療に参加させる「診療参加型臨床実習」（クリニカル・クラークシップ）

をしっかりと行えば、医学生の間に達成できる内容である。 
卒前の臨床実習を充実・強化すれば、卒後臨床研修期間を 2 年から 1 年に短縮して
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も、臨床医としての基本を身につけることができる。そして臨床研修 2 年目には、い

わゆる後期臨床研修との連続性を考慮したうえで、研修医が多様なプログラムから希

望コースを選択することも可能になる。 
そのためにも、まず、（１）医療安全の確保、医療過誤に対する保障、（２）学生教

育に対する患者、家族の理解と協力、（３）指導医が疲弊しないための十分な予算とス

タッフの確保、（４）教育技法の標準化、研修設備等の大学間格差の是正、などが必要

である。 
 

② 全国共用試験のあり方 

2005 年から大学の自主的な取り組みとして、医学部 4 年次に「共用試験」5 )が実施

されるようになった。これは、医学生がそれまでの学習で臨床実習に参加するだけの

知識、技能、態度を身につけているかどうかを評価するものであるが、同時に臨床実

習に参加する医学生の質を保証するものでもある。 
そこで、この共用試験をパスした医学生にスチューデントドクターのような意識を

持たせ、実習に対する意欲を高めるようなインセンティブを与えることが必要である。 
 
③ 医師国家試験のあり方 

現状では、医師国家試験は知識を問うペーパー試験であり、6 年次の多くの時間が

医師国家試験対策に費やされ、結果として卒前臨床実習が形骸化している。 
そうならないためにも、全国共用試験が重み付けられ、医師国家試験へのステップ

として位置づけられることが望ましい。学部教育から卒前教育の一貫性が保たれるよ

う、文部科学省、厚生労働省、日本医師会が協力して卒前の教育評価方法の改善に取

り組まなければならない。 
 
 

                                                 
5) 医学・歯学教育課程の高学年（4～5 年時）の臨床実習を始める前に受験し、患者と接する臨床実習

の現場（外来、病棟等）で必要不可欠な知識と技能・態度が身についているかどうかを評価する。共用

試験は CBT（=Computer based Testing：コンピュータを利用した試験）と OSCE（=Objective 
Structured Clinical Examination：実技試験）で構成されており、CBT で臨床実習に必要な総合的な

理解の程度、OSCE で診察・技能と態度をそれぞれ評価する。社団法人医療系大学間共用試験実施評価

機構（全国 80 医学系大学、28 歯学系大学が参加）が各大学の協力を得て実施している。同機構ホーム

ページより, http://www.cato.umin.jp/ 
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（２）医師の生涯教育 
医師は、生涯にわたって継続的研鑽が求められる。医師の生涯教育は、あくまで医

師個人の内発的動機によって行われるべきものであり、これは医師としての社会に対

する責務である。しかし、現実には医師個人としての努力にも限界があるので、環境

整備や制度化によって、医師の学習を支援する必要がある。 
わが国において制度化された医師の生涯教育は、日本医師会生涯教育制度と学会専

門医制度とに大別される。 
 

１）日本医師会生涯教育制度 

日医総研が実施した｢第 2 回日本の医療に関する意識調査結果｣から、国民が求める

理想的ないわゆる「かかりつけ医」像は下記のとおりと考えられる（表 1-2-1）。 
 

かかりつけ医に望むこと（国民 N=1364)
* 理想的なかかりつけ医像

必要なときはすぐに専門医や専門施設 ・自身の学問レベル、技術レベルがどれくらいに

に紹介する（89.1%）。 　なるのか自己評価できる。⇔他人からの批判に

患者情報を紹介先に適時適切に提供する(75.5%）。 　対しては謙虚に耳を傾ける度量と柔軟な精神を

　もつ。

・困難な問題に直面したときに専門医療機関への

　相談、紹介など適切な対応ができる。

・地域医療において他の医療機関との緊密な連携

　がある。

どんな病気でもまずは診療できる（83.2%)。 ・進歩発展する医学知識を幅広く学習し、適切な

　診療技術を習得している。

生活習慣病など予防のための助言（78.0%)。 ・病気中心から、患者中心、保健中心へと視点を

健康相談を行う（76.0%)。 　向ける医師である。

*日医総研「第2回　日本の医療に関する意識調査」日医総研ワーキングペーパーNo.137,2006年12月。

表1-2-1　国民が求める理想的かかりつけ医

 日本医師会は、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医を紹介できる、「地

域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」が求められていると認識して

いる。そして、日本医師会生涯教育推進委員会では、2007 年度中に、日本医師会生涯

教育カリキュラムの第 4 次改訂を行い、「総合的な能力を有する医師」の要件につい

てとりまとめる予定である。 
新カリキュラムは、日本プライマリ・ケア学会、日本総合診療医学会、日本家庭医

療学会の協力を得て、さらに各専門学会にも意見を求めて作成される。新カリキュラ

ムにより日本医師会生涯教育制度における到達目標を明確にしたうえで、その目標達

成のための学習方略、さらに評価基準も見直される。 
医師の不断の努力が正当に評価されるよう、生涯教育の成果を国民に分かりやすい
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形で示していくことも時代の要請である。日本医師会の生涯教育カリキュラムを履修

した医師なら地域住民が安心して受診できる、という信頼に繋がる生涯教育制度でな

くてはならない。 
国が総合医を認定しようとする動き 6 )もあるが、「かかりつけの医師」の質の担保、

医師の医療水準保持の保証は行政が関与するものではなく、プロフェッションの団体

である日本医師会が担うべきである。 
 

２）専門医の養成 

わが国における認定医・専門医制度は各学会が独自に認定する形で進んできた。学

会ごとに評価基準等が異なる制度の整合性を図るため、学会認定医制協議会（現：日

本専門医認定制機構）が発足し、さらには日本医学会、日本医師会も参加して、1986
年、医療界全体から見た専門医制度の必要性、妥当性などを議論する「認定医制につ

いての三者懇談会」が設置された。そして 1993 年 11 月にまとめられた「認定の公認

に関する三者懇談会の見解」に基づき、基本診療領域の学会の認定（専門）医につい

て、三者による承認ならびに承認通知書の発行が始まり、統一化に向けての努力がな

された。しかし、2002 年 4 月の厚生労働大臣告示（広告規制の緩和）により、一定

の外形基準 7 )を満たせば専門医であることが広告できることになった。このため、「専

門医」の認定・表示は各学会の主体性に委ねられ、学会単位の専門医制度に逆戻りし

た。 
 

各学会では専門医標榜のための資格取得希望者が急増しているが、必要性の検証が

十分行われているとは言いがたい。また、外形基準を満たせば日本医学会の非加盟学

会でも専門医資格認定団体になれるため、診療とは直接関係のない学会もあるなど、

国民にとっても分かりにくい。がん治療専門医について複数の学会が専門医を掲げ、

日本医学会によって調整策が講じられたこともあった。さらには、国民が「専門医」

に対して良質な医療の確保・医療の安全確保を期待する一方で、「専門医」資格をもっ

                                                 
6) 厚生労働省「第 1 回医道審議会医道分科会診療科名標榜部会」2007 年 5 月 21 日より 
7) 医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若くは助産所に関して広告することができる

事項「第１条 2 次に掲げる研修体制、試験制度そのほかの事項に関する基準に適合するものとして厚

生労働大臣に届け出た団体が行う、医師、歯科医師、薬剤師、看護師そのほかの医療従事者の専門性に

関する認定を受けた旨。イ 学術団体として法人格を有していること,ロ 会員数が 1,000 人以上であり、

かつ、その 8 割以上が当該認定に係る医療従事者であること,ハ 一定の活動実績を有し、かつ、その内

容を公表していること,二 外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること,ホ 当該認定

にかかる医療従事者の専門性に関する資格（以下「資格」という。）の取得条件を公表していること,へ 資
格の認定に際して、医師、歯科医師、薬剤師においては 5 年以上、看護師そのほかの医療従事者におい

ては 3 年以上の研修の受講を条件としていること,ト 資格の認定に際して適正な試験を実施しているこ

と,チ 資格を定期的に更新する制度を設けていること,リ 会員及び資格を認定した医療従事者の名簿が

公表されていること。」（2007 年厚生労働省告示第 18 号） 
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た医師による医療事故の報道もあり、社会の不信・不安にもつながっている。 
このような専門医制度に対して、2006 年 1 月に日本医師会学術推進会議が発表し

た報告書「我が国における専門医のあり方」が契機となって、各学会は、日本専門医

認定制機構のリードのもとで、専門医の必要数を見直し、認定更新に試験を導入する

など様々な改善を進めている。また、日本医師会の提言のひとつであった専門医に関

する第三者機構が、2006 年 8 月に、日本医師会、日本医学会、日本専門医認定制機

構、日本病院会、全国医学部長病院長会議、有識者、市民を代表する委員からなる日

本専門医制審議会として発足し、外部評価機構として機能しはじめた。 
今後、日本専門医制審議会では、専門医の適正数や特定の専門医の適正な評価等に

ついて検討がなされるであろう。医療にとって真に必要な制度、国民に分かりやすい

制度を築くため、日本医師会としても会内で十分に議論しなければならない。 
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３．医療の安全性の確保 

 
（１）医療事故に関する法的責任 

 

１）法的責任の類型と実態 
現在、医療事故と医療関係者の責任の問題、医療安全の問題が大きな社会的関心事

となっている。医療安全対策の確立のためには、医療事故が発生した場合の被害者救

済策と合わせて、事故の背景および原因を究明し、これに基づいて再発防止策を確立

することが重要である。 
本稿では、医療事故に関与した者に対する法的責任のあり方について、今後どのよ

うな形が望ましいかを医療安全の向上という視点から考察する。 
 
医療事故に係る法的責任としては、①民事責任、②刑事責任、③行政処分の 3 つが

ある。その根拠となる主な条文は以下のとおりである。 
 
① 民事責任 

不法行為（民法 709 条）又は債務不履行（民法 415 条）による損害賠償 
 
② 刑事責任 

刑法 211 条 1 項前段（業務上過失致死傷） 
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは 
禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 

刑法 104 条（証拠隠滅等） 
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若し 
くは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処す 
る。 

刑法 160 条（虚偽診断書等作成） 
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたとき 
は、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 

医師法 21 条 
医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、 
二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 

医師法 33 条の 2 
次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円以下の罰金に処する。 
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一 第 6 条第 3 項 8 )、第 18 条 9 )、第 20 条から第 22 条まで又は第 24 条 10 )の規定

に違反した者 
二 第 7 条の 2 第１項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 
三 第 7 条の 3 第１項 11 )の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の

陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌

避した者 
 

 ③ 行政処分 
医師法 4 条 
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働

省令で定めるもの 
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 
三 罰金以上の刑に処せられた者 
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者 

医師法 7 条 2 項 
 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行

為のあったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 
一 戒告 
二 三年以内の医業の停止 
三 免許の取消し 

                                                 
8) 医師は、厚生労働省令で定める 2 年ごとの年の 12 月 31 日現在における氏名、住所(医業に従事する

者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年 1 月 15 日までに、そ

の住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 
9) 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 
10) 第 20 条：医師は自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産

に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付しては

ならない。但し、診療中の患者が受診後 24 時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、

この限りでない。第 21 条：医師は、死体又は妊娠 4 月以上の死産児を検案して異状があると認めたと

きは、24 時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。第 22 条：医師は、患者に対し治療上薬剤

を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方

せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当っている者が処方せんの交付を必

要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、その限りでない。（一～八号

省略）第 24 条：医師は、診察をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければな

らない。第 24 条第 2 項：前項の診療録であって、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関する

ものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5
年間これを保存しなければならない。 
11) 厚生労働大臣は、医師について第 7 条第 2 項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があ

ると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他

の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他

の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。 
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医師法 7 条の 2 
厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた医師又

は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師としての倫理

の保持又は医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令

で定めるもの（以下「再教育研修」という。）を受けるよう命ずることができる。 
 
このうち、民事事件と刑事事件について、最近の新受件数（民事）並びに立件送致

数（刑事）の推移を見ると、届出による認知数、新受件数、年別立件送致数とも増加

傾向にある。医師数との比較では、訴訟率、立件送致率ともに医師数の増加率を超え

た伸びを示している（表 1-3-1）。 
また、2000 年以降、年別立件送致数の届出件数が増加し、2001 年以降は、医療に

対する警察の介入が増加もあって、届出立件比率が高まっている。 
 

1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

- 21 31 41 124 105 185 250 255 214

- 3 9 10 24 51 58 68 91 91

- 14% 29% 24% 19% 49% 31% 27% 36% 43%

277,325 - - 283,654 - - 290,491 - - 293,125

575 597 632 678 795 824 906 1,003 1,110 999

1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

- - - - - 約5倍 - - 約8倍

- - - - - 約1.3倍 - - 約1.4倍

*1）「年別立件送致数」：被害関係者等の届出のほか、医療関係者等の届出等、報道記事などにより警察が認知した事件の

　うち1997年以降、届出等の年にかかわらず、その年に立件送致した件数を示す。例えば、2004年中の91件とは、届出

　等を受けた年にかかわらず、2004年中に立件送致したすべての件数が91件という意味である。なお、この件数は、1997年

　以降に把握したものに対する送致数を示しており、1996年以前に把握したものに対する送致数は計上されていない。

*2）「医師数」：厚生労働省「医療施設（静態・動態）調査・病院報告の概況」等より

*3）「新受件数」：最高裁ＨＰよりhttp://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html

　2004年までの数値は、各庁からの報告に基づくものであり、概数である。

- -

- -

- -

- -0.239%

立件送致率

届出等による認知数

年別立件送致数

届出立件数比

- -

- -

新受件数

1999年との比較

1999年との比較

訴訟率

0.031%

0.341%

表1-3-1　医師数、新受件数（民事）、立件送致数（刑事）の推移

医師数との比率

（新受件数÷医師数×100）
0.312%

0.004% 0.020%
（年別立件送致数÷医師数×100）

医師数

 
 

刑事訴追が増加している背景として、医療事故そのものの増加、医療事故のうち刑

事司法の対応を必要とする事故の比率の増加、民事的な処理への不満から刑事司法に

訴える医療事故被害者の増加、などが考えられる。 

 20

http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.html%E3%80%802004%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E6%A6%82%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82--------0.239%25%E7%AB%8B%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E7%8E%87%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%95%B0%E5%B9%B4


刑事訴追の増加は、新たな弊害を派生させている。特に、2006 年 2 月、事故から

１年以上が経過した後に、執刀医が業務上過失致死罪と医師法 21 条違反（異状死の

届出義務違反）で逮捕された福島県立大野病院事件は、医療現場に大きな衝撃を与え

た。これを受けて、産科をはじめとしてリスクの高い診療科からの撤退が各地で相次

ぎ、地域医療の安定的な提供が阻害されるという、医療安全とは相反する結果となっ

ている。 
 
このような状況から、日本医師会では、2006 年度より医療事故責任問題検討委員会

を立ち上げ、医療事故における法的責任のあり方について検討を行った。そこには医

療人のみならず、刑事法の専門家・医療事故による民事紛争の全国的処理状況を熟知

する法律実務家と医学会の代表者を交え、医療事故に関する刑事処分の現状と今後の

方向性に関する議論を行い、三つの提言を行っている。 
 
① 医師法 21 条の改正を行う。医師法 21 条「医師は、死体又は妊娠四月以上の死

産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届

け出なければならない。」の本文に、次の但し書きをつける。「ただし、医療に

関連する死亡の場合には、保健所への届出をもってこれに代えることができ

る。」 
② 警察・検察庁など捜査当局は、医療事故に起因する業務上過失致死傷事件の処

理の際に、謙抑的な姿勢で刑事訴追の要否を判断してきた従来の方針を再確認

し、今後とも謙抑的姿勢の伝統を堅持されることを強く要望する。さらに、医

療事故事件の複雑性、内容理解の困難性に鑑み、全国的な捜査方針（刑事法上

の過失・犯罪相当の医療事故であるか否かの判定基準など）を定めることを希

望する。 
③ いわゆる中立的第三者機関については、医療に関連する異状死の届出先を保健

所としたうえ、保健所段階で死体検案書を発行できなかった事案について審

査・評価する機構（いわゆる独立の第三者機関）を設置する。この第三者機関

は、高等裁判所・高等検察庁の管轄に対応する 8 管轄地域に、それぞれ地域評

価委員会を設け、犯罪相当の医療事故か否かの審査・評価を行う。 
 
このような提言を行う背景として、刑事司法への依存が強まることは、社会的によ

い影響よりも、むしろ悪い影響を及ぼしかねないという強い懸念がある。すなわち、

警察へ積極的に届け出ることは、決して医療不信を払拭することにはならない。した

がって、刑事訴追の対象となる事例については、一定の基準を設け、限定的に適用さ

れていくこととしなければならない。もちろん、医療事故の中には、刑事訴追されて
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しかるべきものがあることも十分認識しつつ、医療が潜在的にリスクを伴うことに対

して、社会的な理解を求めていくことが必要である。 
 
昨今、「安全・安心な医療」という言葉は、もはや医療を受ける側のためだけのもの

ではなくなっており、医師法 21 条による届出制度の改正、第三者機関の設置等のこ

れら改正等は、医療従事者にとっても「安全・安心な医療」を提供するためには必要

不可欠のものであり、また必要最低限のものであり、これらの提言を具体的に成文化

することで、医療事故に対する刑事訴追の流れに歯止めをかけることが必要である。 
 

２）ADR のあり方 

民事責任については、2007 年 4 月に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する

法律」（ADR（Alternative Dispute Resolution）法）が施行された。ADR とは、仲

裁、調停、あっせんなどの、裁判によらない紛争解決方法を広く指す。たとえば、① 裁
判所において行われている民事調停や家事調停、② 行政機関が行う仲裁、調停、あっ

せんの手続き、③ 弁護士会や社団法人その他の民間団体が行う手続きなどである。

ADR 法の下では、裁判外の紛争解決を利用しやすくするため、民間の紛争解決業務を

法務大臣が認証する仕組みになっている。 
しかし、紛争が、賠償等の金銭による補償目的で行われるのか、あくまで原因究明

と再発予防であるのかによって、紛争解決の性格は大きく変わる。ADR により、医療

事故の紛争が円滑に解決され、被害者に金銭による補償が速やかに行われることにつ

いて異論はない。ただし、医療分野における ADR については、仲裁の際の判定が患

者寄りになることも懸念され、有責事例が増加する可能性を否定できない。その結果、

支払保険金が膨大となって、保険制度に大きな影響を与えることにもなりかねない上、

ADR 機関の維持費用についても、それ相応の負担を求められるようになる可能性もあ

る。 
したがって、医療における ADR については、様々な角度から必要性を検証・検討

していくとともに、慎重な対応が求められる。 
 

３）医師の再教育研修 

2007 年 4 月に改正医師法が施行され、すべての被処分者に対して「再教育研修」

が義務付けられた。行政処分の被処分者は年々増加する傾向にあり、その理由を見る

と、医療事故以外のものが多数を占める。 
被処分者に対しては、理由の如何によらず、再教育研修が行われる。このうち、医

療事故に伴う業務上過失致死傷によるものは、故意ではないので、再教育研修による

予防効果が大きいと推察される。 

 22



さらに、前述の死因究明のための第三者機関による、様々な事故事例の分析結果が、

再教育研修カリキュラムにも応用されるなど、相乗的な効果をもたらすような運用を

すべきである。 
それぞれの法的責任が、一方に偏ることなく、バランスを保って運用されることに

より、適切な医療の提供に支障をきたさないようにすることが肝要である。 
 

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
2007年

2月*1） 合　計

殺人、業務上過失致死 4 2 1 2 4 2 2 17

業務上過失致死（医療） - 4 4 9 6 18 11 52

傷害・業務上過失傷害 3 2 2 2 7 7 5 28

業務上過失傷害（医療） - 4 - 2 7 1 - 14

道交法違反 - 5 2 - 2 3 - 12

詐欺・横領・背任等 6 3 2 4 5 4 3 27

診療報酬不正請求 12 10 9 14 15 18 12 90

所得税（法人税）法違反 4 1 1 2 1 1 6 16

窃盗 1 1 - 1 1 1 - 5

贈・収賂 - 1 3 5 1 7 1 18

麻薬犯罪等 3 6 4 8 - 4 5 30

強姦・強制わいせつ等 2 4 1 4 3 7 4 25

児童福祉法、条例等違反 4 10 2 6 3 3 6 34

医師法、歯科医師法等 1 4 2 2 2 3 3 17

保助看法・放射線技師法等 2 - 3 3 1 2 1 12

文書偽造・偽証等 - - 2 1 3 3 2 11

その他 4 3 - 3 2 6 5 23

合　　計 46 60 38 68 63 90 66 431

*1）医道審議会は年2回行われるが、2007年については1回分のみの数値である。

*厚生労働省「医師・歯科医師に対する行政処分一覧」から作成

表1-3-2　医道審議会における医師行政処分件数
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（２）苦情・相談と患者の権利意識 

 

１）相談事業の重要性 
医師・医療従事者と患者が相互の信頼関係で結ばれ、良好な治療環境を実現するた

めに、医療提供者は、患者の要望や、不安・不満を汲み取ることが極めて重要である。

そのため、日常診療の場においては、医療従事者と患者との十分なコミュニケーショ

ンが不可欠である。そして、患者や家族は、不安や疑問を医師や看護師に率直に打ち

明け、質問することが望まれる。 
一方、繊細な人間関係の下にある医療現場では、時として小さな原因によって、相

手への不信が募り、ひいては相互の信頼関係が破綻するという事態も起きる。それら

の中には、医師をはじめとする医療従事者の不適切な言動や説明不足などによって引

き起こされるものもあれば、患者や家族の思い違いや誤解が発端になっているものも

あるなど、その原因はさまざまである。このような場合には、できるだけ早期に当事

者同士でよく話し合うことが問題解決の近道であることは言うまでもない。しかし、

医師・医療従事者と患者という、きわめて個人的な関係において信頼関係にいったん

入った亀裂は、当事者間の努力のみによっては修復することが困難な場合も少なくな

く、このような事態にいたれば、第三者による介入が不可欠となる。 
全国の多くの地域医師会においては、かねてより患者からの苦情や相談を受け付け

る体制を整え、よりよい医師・患者関係の構築に努めてきた。2000 年 1 月には、日

本医師会「診療情報の提供に関する指針」が定められたのにあわせて、従来、医師会

ごとにまちまちであった相談受付体制が、「診療に関する相談窓口」として統一され、

全国の都道府県医師会および約半数の郡市区医師会に窓口が整備された。2007 年 1
月には、個人情報保護法への対応の一環として、日本医師会「診療に関する個人情報

の取扱い指針」が示され、これにあわせて新たに日本医師会「診療に関する相談事業

運営指針」が定められた。 
 

２）診療に関する相談事業の概要 

日本医師会「診療に関する相談事業」は、診療に関する相談窓口、診療情報提供推

進委員会を 2 つの柱としている（図 1-3-1）。 
 

① 診療に関する相談窓口（都道府県医師会および一部の郡市区医師会に設置） 

患者は、自身が受けた医療についての苦情や相談がある場合、まずは当該医療機関

と話し合いをもつことが望まれる。しかし、それでも解決できない場合には、電話、

電子メール、面談など、窓口ごとに定める方式によって「診療に関する相談窓口」に

申し出ることができる。内容は、診療全般にわたる。窓口ではあらゆる苦情・相談を
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受けるが、医事紛争や診療報酬上のトラブルなど、事案の性質に応じて、当該医師会

の適切な部署に対応が委ねられる。 
 

② 診療情報提供推進委員会（都道府県医師会および一部の郡市区医師会に設置） 

上記窓口で受けた事案のうち、診療情報の提供および個人情報の取り扱いに関する

問題については、当該窓口の事務職員のほか、医療関連資格を有する職員等が対応す

る。必要に応じて医師会の執行部もこれに加わる。 
窓口での対応や、数回にわたる面談等を経ても解決を見ない場合には、当事者のい

ずれかは、「診療情報提供推進委員会」に事案を付託することができる。当該委員会は、

医療を提供する者（医師）、医療を受ける立場の者、法律専門家を含む学識経験者の三

者により構成される。 
 

②開示または

拒否通告

①開示などの

申し立て

図1-3-1　診療に関する相談事業の流れ

⑦裁定結果

の通知

⑥紛議の付託
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の

通

知

医師

医療機関
相談窓口

患者・申請者

都道府県（郡市区）医師会

診療情報提供
推進委員会

診療に関する相談窓口

日本医師会

診療情報提供
推進委員会

 
 
都道府県医師会「診療情報提供推進委員会」でも解決にいたらなかった場合には、

当該都道府県医師会長は、日本医師会内に設置された「診療情報提供推進委員会」に

紛議を付託することができる。日本医師会の委員会は、その委員構成、および取り扱

い事案を原則として診療情報提供または個人情報保護に関するものに限定している点

では、都道府県医師会と同じである。この日本医師会「診療情報提供推進委員会」の

審議による結論が、医師会の相談事業としては最終的な判断となる。 
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３）苦情・相談の現状と課題 

行政も、各都道府県、政令指定都市、保健所設置市等に設けられた医療安全支援セ

ンターにおいて相談事業に取り組んでいる。2005 年度には全国で約 45,000 件の苦

情・相談を扱っており、2007 年 4 月からは医療法に根拠規定が設けられた。しかし、

センターが個別的な紛争事案に立ち入って調整的な業務を行うことはなく、また、全

国の窓口の中には、医療機関の紹介を行うにすぎない窓口もあるなど、窓口全体とし

ての質の向上が急務である。 
一方、医師会による「診療に関する相談事業」は、2000 年の窓口設置以来、2006

年末現在で、累計 15,056 件の受付件数を数え、公益性の高い取り組みとして社会的

に認知されてきていると評価できよう。相談内容別に見ると、診療情報の提供に関す

るものは全体の 7.6％にすぎず、半数以上は診療内容に関するものである。この傾向

は、他の機関が開設する相談窓口における傾向と近似しており、また窓口設置以来、

毎年ほぼ同じ構成比で推移している（図 1-3-2）。 
 

図1-3-2　医師会の「診療に関する相談事業」の現状　内容別内訳
（2000年1月～2006年12月　全国集計分）　Ｎ＝15,056

診療内容
55.5%

診療情報提供
7.6%

その他
 36.5%

両方
0.4%

*都道府県医師会から日本医師会への月例報告をもとに作成。集計項目が、4項目であったため、その他の占め

る割合が通常の調査に比べ多い結果となった。
 

 
しかし、医師会の相談窓口にも、時として相談事業自体への苦情が寄せられること

もあるなど、窓口間での対応に差があることも事実である。今後、苦情・相談に携わ

る職員の相談技法に関する教育・訓練はもちろん、窓口間での情報交換や相談員の精

神的なストレスのケアなど、多岐にわたる対策を講じる必要がある。また、医師会や

自治体など個別の事業体ごとの対策にとどまらず、地域において各窓口の担当者が横

断的に情報を交換し、協力体制を構築する取り組みも検討しなければならない。 
 

４）診療に関する相談事業の将来像 

苦情・相談の内容について、診療内容に関するものが半数以上を占めるという現在
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の傾向は、今後も大きく変化しないと推察される。また、診療情報提供に関する苦情・

相談は現在全体の 1 割未満であるが、今後、「診療情報の提供に関する指針」が徹底

されていくことにより、この比率はさらに下がることが期待される。このような将来

的な傾向を見据えた上で、相談事業が進むべき方向を展望すれば、次のようにまとめ

ることができる。 
第一に、現在、窓口が担っている苦情・相談の受付および当事者間の調整機能を、

紛争解決、あるいは、紛争の未然防止を指向した活動へと発展させる。現在、医療は

もとよりあらゆる事業分野で裁判外紛争処理制度（ADR=Alternative Dispute 
Resolution）の構築が試行され、一部では機能しはじめている。2007 年 4 月には「裁

判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（ADR 法）も施行された。もちろん、

医師会が運営する「診療に関する相談事業」が、現状の体制のままで ADR として機

能するわけではなく、今後の可能性についてはより詳細な検討を必要とする。 
第二に、全国の相談窓口における相談事例を集積したデータを、他の相談窓口に対

してだけでなく、医師・医療従事者に対しても、患者とのコミュニケーションを改善

するための資料として広く共有化を図る。これまでも日本医師会では、全国からの報

告をもとに「診療に関する相談窓口における受付事例集」を作成してきた。今後は、

この取り組みをさらに発展させ、苦情・相談事例等の情報が、医療従事者にとってよ

り実践的なツールとして活用されるようにしていきたい。 
 

５）患者の権利意識 

患者には、自らが疾病や治療法について十分な情報にもとづき、自らの価値観によ

って判断し主体的に治療に取り組めるよう、説明を受けること、選択すること、診療

記録の情報にアクセスすることなどの基本的な権利がある。患者団体、さらには医療

関係団体の中には、このような患者の権利を「宣言」や法律として明文化すべきであ

ると主張するところもある。 
前述したとおり、苦情・相談の受付事例の中にも、全体に占める割合は少ないもの

の診療情報の提供に不満の声がある。 
日本医師会は、患者のこのような求めに応えることは医療提供者として当然の責務

であると自覚し、2000 年に制定した「診療情報の提供に関する指針」を会員へ徹底す

るとともに、診療情報提供が日常診療に浸透するように取り組んでいる。また、医師

として患者の権利擁護のために取り組むべき内容を示した「医師の職業倫理指針」な

どを通じて、患者が安心して医療を受けられる環境整備に努めている。 
さらに、今後は、これまでの「患者の権利の擁護、保障」という段階から一歩進め

て、「患者の支援」という視点も重要である。2007 年 4 月施行の改正医療法では、「選

択の支援」という概念が、第 1 条の目的規定をはじめ各項に盛り込まれた。また、一
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部の研究 12 )においては、これまでのインフォームド・コンセントの考えにもとづく一

方的情報伝達だけでは、平均的な患者は真に有効な同意や選択をなすことはできない

との反省に立ち、医療従事者がより積極的に患者の意思決定に関わり、同意や選択の

助力となることが医療の質を向上させる上できわめて有効であると報告している。 
 
６）「患者の責務」について 

医師と患者が、ともに疾病の克服という共通の目標に立ち向かっていくためには、

患者は自身の権利の保障を受けるばかりではなく、自ら治療の主体としての自覚を持

ち、「患者としての責務」をまっとうすることも求められる。 
治療方針の決定にあたって、医師と患者は双方が納得いくまで話し合い、疑問点や

不安を解消しておかなければならない。このことは治療が開始された後も同様である。

そして、相互に納得し合意している事項については、患者自身としても、治療が最大

限の効果を発揮しうるよう協力しなければならない。「患者の責務」の具体的な内容に

ついては、日本医師会「グランドデザイン 2007 総論」でも述べたが、米国医師会倫

理綱領なども参考に、わが国の医療制度や文化を踏まえたものを構築していくことが

今後の課題である。ここでは、その際に重要と思われる視点を示す。 
「患者の責務」とは、医師・患者関係において、患者が最低限守るべき事項であり、

患者にとって過大な負担を強いるものであってはならない。基本的な内容としては、

受診・入院中は医療機関が定めたルールに従い他の患者や医療従事者に迷惑を及ぼさ

ないこと、療養面に関して医師の一般的な注意に従うこと、診療代金を確実に支払う

こと等がある。これらは、一見、きわめて常識的な内容であり、「患者の責務」として

ことさらに強調するまでもないように思われる。しかし、医療現場においては、この

ような問題に直面し、その結果、本来の医療提供に支障を来たす事例が少なくないこ

とも事実である。 
これらの基本的かつ最低限守るべき事項に加えて、さらに最大限の治療効果を目指

すため、患者が自身の症状、健康状態、家族歴等について正確な情報を医師に伝える

ことなども、「患者の責務」として考慮すべきである。 

                                                 
12)  Jaime Staples,Benjamin W.Moulton,Rethinking Informed Consent：The Case for Shared 
Medical Decision-Making，American Journal of Law &Medicine，32（2006）：429～501 頁 
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（３）医薬品へのアクセス 
 

１）治験のあり方 

 

① 治験の意義・重要性 

治験は、新しい医薬品及び医療機器（以下、医薬品等と言う）について薬事法上の

承認を得るために実施する臨床試験である。治験は、新たな医薬品等を国民に提供す

るために必須であり、医学的、社会的に大きな意義がある。治験を円滑に実施するに

は医療従事者のみならず治験の被験者となる国民の理解が欠かせない。10 年後には、

治験の正確な意味を国民が理解している状況が望まれる。そのためには、行政、医薬

品等開発企業、医療機関、そして日本医師会を含めて治験に関与する様々な機関が繰

り返し啓発を図っていく必要がある。 
 
② 治験の質 

治験には、科学性、安全性、倫理性が求められ、一定の質が確保された治験を実施

する必要がある。日本では、質が過度に良すぎる状況と言われており、そのために業

務が煩雑になっている面もある。必要以上の質を求めるのではなく、被験者の安全性

及び治験の信頼性を確保したうえで効率よく治験を実施できる適正な質が望まれる。

そのためには、治験実施者としての医薬品等開発企業、医療機関のみならず承認審査

を行う行政などが適正な質について議論し、統一見解をもつよう努力しなければなら

ない。 
 
③ 治験の迅速化・効率化 

新しい医薬品等を速やかに国民に提供するには、いかに迅速に効率よく治験を実施

するかが重要である。10 年後には日本の治験が世界的に通用する速度で実施されてい

ることが望まれる。そのためには、治験実施前の手続きの短縮を図ることが求められ、

必要な書式の統一に向けた取り組みが既に始まっている。 
治験実施段階では、治験業務に従事する医師及び協力者となる CRC（Clinical 

Research Coordinator：治験コーディネーター）の意欲の向上も不可欠である。わが

国では、臨床研究よりも基礎研究の業績が高く評価されてきたが、今後は治験を含む

臨床研究が適切に評価されることが望まれる。これには関連学会、医療機関を挙げて

評価を行う体制づくりが必要となる。 
また、被験者の組み入れ促進では、地域ごと、あるいは専門領域ごとでの医療機関

の連携が欠かせない。このような連携体制の中で治験を実施する「治験のネットワー

ク化」の取り組みが現在進められており、今後は各ネットワーク内のみならず、ネッ
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トワーク間の連携も強固なものにしていく必要がある。さらに治験データの電子化を

図ることにより、治験のよりいっそうの迅速化、効率化を目指す。 
 
④ 治験と人材 

治験には、医師のみならず、薬剤師、看護師、臨床検査技師等多くの職種が関与す

る。治験を円滑に実施するには、経験豊富な人材が各所に配置されている必要がある

が、こうした人材が長期にわたって治験業務だけ担当するのは難しい。個人の能力に

左右されずに治験を永続的に実施できるような体制整備と、そのための支援が必要で

ある。 
 
２）後発医薬品（ジェネリック）医薬品 

医療機関で処方される医薬品には、新たに開発され、承認を受けた先発医薬品と、

先発医薬品と同じ成分を含有し、効能・効果、用法・用量が同じとされる後発医薬品

（ジェネリック医薬品）とがある。 
新開発医薬品が認可されるまでには、基礎研究、非臨床試験、第Ⅰ相～Ⅲ相までの

臨床試験が必要である。日本製薬工業協会の資料によれば、ひとつの製品を上市する

までの費用は数百億円、上市までの期間はおおむね 10 年以上である 13 )。 
これに対して後発医薬品は、人へ投与することの安全性や有効性は先発医薬品で確

認されているとの考えから臨床試験の必要はない。有効成分の含有量や体内で溶け出

す速度などが、先発医薬品と同等であることが証明されれば承認が下りる 14 )。 
開発費用がかからないため、後発医薬品の薬価 15 )は先発医薬品よりも低く設定され

る 16 )。現在、厚生労働省や財務省は、後発医薬品のシェアを伸ばすことが医療費抑制

の「カギ」になるとして、後発医薬品の選択を推奨している。こうした流れの中で、

後発医薬品については患者自己負担の軽減につながるといった経済的メリットばかり

が強調されている。 
本稿では、後発医薬品の問題点や薬価設定のあり方も含めた、今後の施策のあり方

について検討する。 

                                                 
13) 「我が国の製薬産業と医薬品市場の現状」（中央社会保険医療協議会・薬価専門部会, 向田孝義専門

委員, 奥田秀毅専門委員提出資料, 2005 年 5 月 18 日）によると、ひとつの製品の上市までの費用は 260
～360 億円、上市までの期間は 9～17 年（日本製薬工業協会調べ）。 
14) 後発医薬品の承認申請にあたっては、「規格及び試験法」,「安定性試験」,「生物学的同等性試験」

（健康な成人に先発医薬品と後発医薬品を交互に投与し、有効成分の血中濃度の推移を比較する試験）

の結果の提出が求められる。 
15) 国が定める医療用医薬品の公定価格。 
16) 薬価算定ルールにもとづき、はじめて市場に参入する後発医薬品は、先発医薬品の最低薬価の 0.7
掛けの薬価、後発医薬品がすでにある場合は、最低薬価の後発医薬品と同一薬価に設定される。 
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① 後発医薬品への懸念と課題 

2004 年度の日本の医薬品市場における後発医薬品のシェアは数量ベースで 16.8％
17 )である（表 1-3-3）。厚生労働省は、これを 2012 年度までにほぼ倍の 30％にまで引

き上げる方針を打ち出している 18 )。 
 

数量 金額

日本（2003年度） 16 5

米国（2004年） 53 12

英国（2003年） 55 24

独国（2004年） 41 23

仏国（2004年） 10 7

*厚生労働省「薬剤にかかる給付の見直し等について」社会保障審議会医療保険部会資料（2005年11月10日）より。

各国データの出典は、日本：医薬工業協会、米国：Generic Pharmaceutical Association、英国、独国、仏国：

European Generic Medicines Association。

後発医薬品の市場シェア　（単位：%）
国名

表1-3-3　我が国と欧米諸国における後発医薬品の市場シェア

 

 
厚生労働省は、これまでも後発医薬品を処方した場合としない場合とでは診療報酬

に差をつけるなどの使用促進策を講じてきたが 19 )、目立った成果はあがっていない。

直近では 2006 年度の診療報酬改定の際に、処方せんに「後発医薬品への変更可」と

いうチェック欄を設け、医師が署名や捺印をしている場合には、患者の意思を確認し

たうえで、後発医薬品に変更する仕組みを導入した。しかし、導入後の調査によると、

チェック欄に医師の署名等があったのは、薬局が１か月に受け付けた全処方せん枚数

（96 万 9,365 枚）の 17.1％（16 万 5,402 枚）にすぎなかった 20 )。 
 この背景には、後発医薬品の品質、安全性、有効性に対する現場の医師の不安感が

ある。日本医師会が実施した緊急調査 21 )では、「品質」について 53.8％、効果につい

て 68.8％の医師が「問題があり」と答えている。効果について問題ありとした回答（106

                                                 
17) 医薬工業協議会「ジェネリック医薬品について」

http://www.epma.gr.jp/something_text/something_full%20text.pdf 
18) 「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラムについて」経済財政諮問会議,柳澤厚生労働大臣

提出資料,2007 年 5 月 15 日。  
19) 2002 年度診療報酬改定では、1 剤以上後発医薬品を処方した場合の処方せん料を、後発医薬品を含

まない場合よりも 20 円高くしたほか、保険薬局が後発医薬品を調剤した場合の報酬として「後発医薬

品調剤加算」（20 円）、「医薬品品質情報提供料（2006 年度改定で後発医薬品情報提供料に名称変更）」

（100 円）を新設した。 
20) 「平成 18 年度診療報酬改定結果検証に係る調査 後発医薬品の使用状況調査報告書」2007 年 4 月

18 日, 中央社会保険医療協議会診療報酬改定結果検証部会資料より。調査対象：全国の保険薬局から無

作為抽出した 1,000 施設, 有効回答：635 施設, 調査対象期間：2007 年 10 月。 
21) 社団法人日本医師会「ジェネリック医薬品に関わる緊急調査」（2006 年 11 月）より。医師を対象に

日本医師会のホームページ上で 2006 年 5 月 26 日～7 月 31 日に実施, 回答数は 577 人。 
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件）の中には、「後発医薬品に効果がないと患者さんが指摘した」（22 件）、「効果がな

いので先発品に戻した」（25 件）という意見もあった（図 1-3-3）。 
 

図1-3-3　日本医師会「ジェネリック医薬品に関わる緊急調査」結果（2006年11月）
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副作用に関する問題（N=105）

効果に関する問題（N=154）

品質に関する問題（N=104）

問題あり 問題なし

（％）

 

後発医薬品は、先発医薬品と同等であることが承認条件ではある。しかし、この調

査結果は、医薬品としての承認基準上、先発医薬品と同等であることが確認されたか

らといって、不特定多数の患者に投与した場合の臨床上の「効果」までが同じだとは

限らないことを示唆している。「品質」については、製造工程や保管管理を徹底するこ

とで改善可能である。しかし「効果」は、医師が治療薬を決定する際のもっとも重要

な判断材料であり、納得できるデータが求められる。 
さらに、そもそもの問題は、後発医薬品が先発医薬品との同等性試験だけで承認さ

れていることにある。医師が後発医薬品を患者に安心して処方できるようにするため、

厚生労働省は、後発医薬品にも臨床試験の実施を義務化すべきである。また、後発医

薬品の製造・販売企業には、国民の生命と健康を支える医療の一翼を担っているとい

うことを十分認識し、義務化されていなくとも、自主的に臨床試験を実施することを

望みたい。 
後発医薬品は、先発医薬品に比べて、有効性や安全性、副作用などに関する情報量

が圧倒的に少ないという医師の不満も多い 22 )。臨床試験が義務化され、後発医薬品企

業が自前のデータを持つようになれば、この点についてもかなりの改善が見込まれる

                                                 
22) 社団法人日本医師会「ジェネリック医薬品に関わる緊急調査」によると、医薬品情報提供について

「問題あり」と回答した医師は 81.9%（95 件）、「問題なし」の 18.1%（21 件）を大きく上回っている

（N=116）。「問題あり」の内訳は、「MR の訪問がない」,「基本的な情報が不足」,「先発メーカーに聞

いて欲しいなど情報が先発メーカー頼みである」などだった。 
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と考える。 
 

② 医薬品の薬価設定（薬価収載方式）の見直し（案） 

日本医師会としては、良質な医薬品が患者に安価で提供されることに異論はない。

ただし、それは現時点においては効果に疑問が残る後発医薬品の使用ではなく、先発

医薬品の薬価引き下げによって達成されるべきである。 
新規開発医薬品が上市されるまでには、膨大な時間と開発費用を要する。企業が有

効な医薬品を開発し続けていくには、市場から開発費用を回収し、さらに次の開発に

回す財源も調達しなければならない。企業の開発意欲を削がないためにも、先発医薬

品が上市されてから一定期間は薬価が高いことも止むを得ない。しかし、特許期間 23 )

が満了し後発医薬品が登場した先発医薬品 24 )は、薬価の思い切った引き下げが必要で

ある。 
例えば後発医薬品のある先発医薬品は、同一成分であれば先発医薬品、後発医薬品

を問わず同じ薬価とすることを提案したい。 
この結果、先発医薬品の薬価は大幅に下がる。また同じ成分の医薬品は同じ薬価と

なるので、先発、後発に関係なく、同一成分のグループの中で、品質、効果、安全性

に対する信頼度が最も高い銘柄が選ばれることになり、「薬剤費の抑制」と「良質な医

薬品の安価な提供」の両立が可能となる。 
薬価算定方法については、（１）先発医薬品の薬価を後発医薬品の水準まで一気に引

き下げると不採算となり、先発医薬品の安定供給に支障を来たす可能性がある、（２）

先発・後発医薬品の加重平均で薬価を設定すると、市場シェアが大きい先発医薬品に

引っ張られ、後発医薬品の薬価が高くなる可能性がある、などの課題があり、薬価制

度見直し論議のなかで、慎重に検討することが求められる。 

                                                 
23) 特許の存続期間は出願から 20 年、医薬品の場合は最大で 5 年間の延長が認められている。この間は

後発医薬品を製造・販売することはできない。医薬工業協会ホームページ「ジェネリック医薬品につい

て」http://www.epma.gr.jp/something.htm 
24) 公定薬価のリストである「薬価基準」に長期間収載されていることから「長期収載医薬品」と呼ば

れる。 
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薬価基準収載方式による解決策（試案） 
 

特許期間中の先発医薬品  
これまで通り、銘柄ごとに薬価を設定する。 
 

特許切れで後発医薬品のある先発医薬品（長期収載医薬品）と後発医薬品 
先発医薬品は特許が切れ、後発医薬品が登場した後の最初の薬価改正時に改め、同

一成分の医薬品は同一薬価とする。 
 

以上の方式を提案するにあたっての前提条件： 
・新医薬品薬価基準算定の透明化 

新薬開発に係る膨大な研究費を考慮すれば、先発医薬品の薬価基準がある程

度の金額になることは容認し得る。しかし、新薬には新規性のあるものも、ほ

とんどないものもある。新薬としての医療上の必要度などを考慮するなど算定

の透明性を高める必要がある。 
・後発医薬品参入時の廉価な新薬価基準 

特許期間が切れた先発医薬品については独占販売期間中の販売量、利益、市

場価格などを当該先発医薬品の製造・販売会社と十分交渉し、廉価な新薬価基

準を決定する。 
・後発医薬品の品質、効能効果、安全性の情報提供と安定供給の担保 

参入する後発医薬品製造・販売会社には当該医薬品の品質、効能効果、安全

性に対する医療機関への十分な情報提供を行うことと、安定供給を担保させる。 
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（４）感染性廃棄物等の処理 

2004 年に米国で開催された G8 サミットにおいて、日本は 3R（発生抑制（Reduce：
リデュース）、再使用（Reuse：リユース）、再生利用（Recycle：リサイクル））イニ

シアティブを提唱した。2006 年 10 月にはアジアで 3R 推進会議が開催されたが、こ

こでは、主な共通課題として医療系廃棄物、生ゴミ、電子・電気廃棄物が扱われた。 
世界で、医師が直接的に廃棄物に関わっているのは日本だけであるといわれている。

日本医師会もこの問題を重視し、セミナー、通信教育による養成講座を実施し、感染

性廃棄物等に関する検討委員会における審議などを進めている。 
 

１）感染性廃棄物等に関する主要課題 

循環型社会形成という視点からみると、発生抑制、再使用、再生利用、熱回収、適

正処分など、生産から廃棄まで一貫した検討が必要である。 
ダイオキシン類の規制により、医療機関では、事実上、感染性廃棄物の院内処理を

行うことが不可能になった。また特別管理産業廃棄物の概念が登場し、処理業者に委

託することが大多数となった。委託処理をすることで、医療機関は、かつてなかった

不法投棄（委託業者による不法投棄）という問題に直面することとなった。 
廃棄物処理法第 3 条には、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら

の責任において適正に処理しなければならない」とあり、他者に委託した場合を含め、

医療機関は事業者としての責を追う。特に、産業廃棄物、感染性廃棄物を含む特別管

理産業廃棄物については、「排出事業者責任」が明確にされている。すなわち、排出事

業者である医療機関は、たとえ委託処理であっても、法的な部分を含め、事業者の責

務を十分に理解し、排出事業者責任を果たさなければならない。不法投棄、不適正処

理に巻き込まれないためにも、廃棄物処理法の基本を理解し、処理業者と委託基準に

遵法した委託契約を締結しこれを遂行することが求められる。 
この対策として、日本医師会は業者選定の基準を一覧表にして整理し、さらに 2003

年度と 2004 年度には廃棄物処理法、委託基準に基づく契約、適正な委託処理等を内

容とする通信教育（感染性廃棄物安全処理推進者養成講座）を実施した。また、不法

投棄防止手段として、環境省が進めている電子マニフェスト 25 )の普及にも積極的に協

力している。現在、東京都環境整備公社、東京都医師会、東京都医療廃棄物協同処理

組合の三者が、電子マニフェストをベースとして、GPS、ICタグによる不法投棄の撲

滅を目指している。各医師会では、処理業者の推薦、医師生活共同組合による処理な

ど、独自の取り組みを行っているところもある。 

                                                 
25) 産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）に代えて、情報処理センターと排出事業者、収集運搬業者、

処分業者が通信ネットワークを使用して、排出事業者が委託した産業廃棄物の流れを管理する仕組み（環

境省「電子マニフェスト普及促進方策」2005 年 3 月）。 
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２）適正処理のための計画・管理 

廃棄物処理法第 12 条の 2 第 6 項には、「医療機関等においては、施設内で発生する

感染性廃棄物を適正に処理するために資格要件を有する有資格者から、『特別管理産業

廃棄物管理責任者』を設置し、管理体制の充実を図らなければならない」とある。有

資格者には、医師、看護師、臨床検査技師等が含まれる。日本医師会では「特別管理

産業廃棄物管理責任者」の資格を取得できる講習会を新たに開設し、廃棄物処理法や

委託基準ほかの適正処理について、排出事業者としての責務が十分理解されるよう努

めている。 
管理面での重要なポイントは大きく 2 つある。1 点目は、感染性廃棄物そのものの

分別とその後の保管、処理である。適切な分別を行い、感染性廃棄物の減量に努める

べきであり、感染の可能性の高い注射針等の処理は、注射器ごと廃棄できる容器の使

用を徹底しなければならない。2 点目は、処理業者に委託した感染性廃棄物等が適切

に処理されているかの確認である。このため、現段階では、産業廃棄物管理票（以下、

マニフェスト）の交付と確認、帳簿の記載と管理、マニフェスト交付状況の年間報告

書の提出など、厳しい法規制がある。これらの負担軽減には、電子マニフェストの利

用が有効であり、日本医師会もこれを積極的に勧めている。 
また、在宅医療廃棄物は家庭から排出されるので法律上は一般廃棄物であり市町村

に処理責任がある。このことを環境省は通知しているが徹底されておらず、在宅患者

や医療機関の負担が大きい。在宅医療廃棄物についての正しい理解を促進すること、

安全な廃棄ができるよう処理方法を示すことが、日本医師会の重要な責務である。こ

のため日本医師会は、「在宅医療廃棄物処理ガイドライン」をまとめたほか、パンフレ

ットの作成、配布も予定している。 
 

３）今後の課題 

 日本医師会は、感染性廃棄物処理の抱える課題に対して、下記のように取り組んで

いる。 

 

① 感染性廃棄物の減量 

感染性廃棄物については、医療機器や医薬品の製造・生産に関わる各団体が減量の

ために検討会を設置し、具体的目標を設定するなど積極的な推進を行う。 
 

② 環境省の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の実務版作成 

現状のマニュアルをさらに発展させ、①の検討結果が盛り込まれ、環境問題に配慮

した治療材料が提供されるよう、実態に即したマニュアルを検討する。 
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③ 在宅医療廃棄物処理の進展 

日本医師会は「在宅医療廃棄物処理ガイドライン」を策定中である。10 年後にはさ

らに在宅医療は進展しているものと予想されるが、本ガイドラインを元にして、早い

時期に全ての市町村での受け入れ処理が行き渡るべく、各医師会との市町村との話し

合いを進めていきたい。 
 

④ 電子マニフェストの普及とＩＴの活用 

不法投棄対策として、個々の医療機関における排出事業者責任の遂行と同時に、電

子マニフェストの利用と現在の GPS、IC タグなど IT を活用する方法の普及を進める

べきである。日本医師会は、2020 年までに、電子マニフェストの普及率を 50％ に引

き上げることを目指している。 
 

⑤ 特別管理産業廃棄物管理責任者の養成 

日本医師会は、医療機関において、医師以外で排出事業者責任と感染性廃棄物の適

正処理を補佐できる特別管理産業廃棄物管理責任者の養成も開始している。年間

1,500 人を当面の目標として、10 年後には、医療機関の 50％以上で置かれていること

を理想とする。 
 

⑥ 都道府県医師会、郡市区医師会の廃棄物担当役員の選任 

各医師会においては、兼務であっても廃棄物に関して担当役員が選任されているこ

とが望ましい。さらに、都道府県医師会担当理事連絡協議会を開催するなどして、各

医師会間の情報交換を密にしていきたい。このため 2 年間で全ての郡市区医師会で廃

棄物担当役員の選任がされるように推進する。 
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第２章 医療提供体制と地域医療連携 

 

１．高齢者を支える医療提供体制 

 

（１）「かかりつけの医師」を中心とした医療・介護提供体制 

医学の進歩は目覚しく、かつては救命が難しかった疾病が現在は克服されたという

例も少なくない。その一方で、継続して医療を受け続けなければならない人、長期の

入院生活を余儀なくされる人も増えている。こうした場合でも、医療が人生のすべて

ではなく、患者の多くは、できれば住み慣れた地域で生活したいと望んでいる。 

高齢者の医療・介護保険制度では、住みなれた地域での生活を支援することを目標

としており、そのなかで、在宅医療の積極的な推進も求められている。なかでも、「か

かりつけの医師」を中心とした医療・介護体制の整備、診療所と病院の機能連携、さ

らには医療・介護関係者の多職種連携が重要である。 

日本医師会は、「グランドデザイン 2007 総論」の第 2 章「国民のニーズにこたえ

る医療提供体制」のなかで、今後の高齢者医療に対応した受け皿整備の必要性を指摘

したが、本稿では、特に在宅における高齢者の医療・介護サービスの提供のあり方に

焦点をあてる。 
 

１）「かかりつけの医師」とは 

そもそも「かかりつけの医師」とは、患者が医師を表現する言葉であり、医師が患

者から選ばれることの重要性を表現した言葉である。医師の立場から表現するのであ

れば、「かかりつけの医師」ではなく「主治医」とするのが適当である。 
国民が自分の疾病を判断して適切な医療機関を選択することは容易ではない。この

ため、最新の医療機器を備えた大病院での診断や治療を求める傾向（いわゆる大病院

志向）があるのも事実である。 
国民にとっては、身近な地域になんでも相談できる医師を持ち、具合が悪くなった

時は、まずその医師に受診し、必要に応じて専門医療機関などに紹介してもらえるこ

とが望ましい。そして、こうした役割を担う医師こそが「かかりつけの医師」である。 
「かかりつけの医師」はあくまで患者側からの自然発生的なものであり、医師はも

ちろん、行政が患者に選択を強制するような性格のものではない。したがって、厚生

労働大臣が認可する標榜科名として、新たに「総合科」を加える案が提示 26 )されたが、

医師を「総合医」として国が認定するようなことは認められない。医師として診療に

                                                 
26) 厚生労働省「標榜診療科の表記の見直しについて（たたき台）」医道審議会分科会診療科名標榜部

会資料，2007 年 5 月 21 日。 
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全力を尽くし、患者とのコミュニケーションに配慮し、さらには地域医療の担い手と

して国民が期待する役割を果たす医師を、国民が「かかりつけの医師」として選ぶこ

とに意義がある。 
 

２）患者に選ばれる「かかりつけの医師」 

地域住民が、どのような医師を「かかりつけの医師」として選択するのかを検討す

ることは、医療そのものに対する地域住民の期待を理解することでもある。 
「かかりつけの医師」に求められることとして、次のことが考えられる。 
第一に、どんな病気でもまずは診るという姿勢が重要である。医学が進歩した現在

では、一人の医師ですべての病気を克服することは不可能である。まず診てくれる医

師は患者にとって心強い。 
第二に、救急救命医療が充実してきた現状においても、また在宅医療においても、

地域住民からみれば、「かかりつけの医師」に対する 24 時間・365 日への期待も大き

い。もちろん医師一人で 24 時間・365 日に対応することは困難である。日本医師会、

地域医師会は、医療連携体制および「かかりつけの医師」に対する支援システムの構

築を目指していく。 
第三に、患者やその家族に対して病気や治療の内容をわかりやすく説明することも

望まれる。その際、医師は患者の人格を尊重し、患者が治療内容を理解でき、必要に

応じて適切な選択ができるように説明し、質問にも率直に答えなければならない。ま

た後述するように、「かかりつけの医師」は多職種との連携、信頼関係を構築すること

も重要であり、その場面においてもわかりやすい説明が求められる。 
第四に、他に適切な医師や医療機関を紹介する役割がある。日医総研の調査 27)では、

「あなたは、かかりつけ医にどのような医療体制を望みますか？」という問いに対し

て、「必要なときにはすぐに専門医や専門施設に紹介する」が第 1 位であった。疾病

構造の変化、医療の高度化・専門化などにより、医療のあり方が多様化しており、「か

かりつけの医師」が、地域医療連携システムの中で、他の医師、医療機関の機能を認

識、理解し、分担することも重要になってきている。 

 

                                                 
27) 日医総研「第 2 回 日本の医療に関する意識調査」日医総研ワーキングペーパーNo.137,2006 年 12
月。第 2 位は「どんな病気でもまずは診療できる（83.2％）」、第 3 位は「生活習慣病など予防のための

助言（78.0％）」であった。 
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３）「かかりつけの医師」が目指す高齢者の医療・介護と環境整備 

高齢者医療は、生活の維持・改善という、ライフサポートシステムの一部として位

置づけられるべきである。「かかりつけの医師」は、患者が日常生活の延長としての「生」

に満足し、自然に終末期を迎えていくことを継続的・包括的に支援していく地域医療

を目指さなければならない。 

 

①「かかりつけの医師」のコーディネータ機能と多職種連携 

地域の「かかりつけの医師」が、保健・医療・福祉のコーディネータとしての役割

を担うことも求められる。高齢者が住みなれた地域で安心して生活を続けていくため

には、日頃から健康管理を実施し、疾病を発症した時にはその病状に応じて適切な医

療を提供し、さらには地域での生活を支えてくれる医師の存在が不可欠である。 

地域内完結型のサービスには、歯科医師、薬剤師、看護師等をはじめ、保健師、理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、介護福祉士、栄養士、介護支援専

門員等など、多職種が関与する。当然ながら医師もこの多職種協働チームの一員とな

るが、高齢者の個別性やニーズに沿ったサービスを提供するには、平素の診療を通じ

て高齢者の健康状態から家族の状況までをつぶさに把握している「かかりつけの医師」

が、ケアカンファランスやサービス計画の策定などの重要局面において指導、助言す

ることが求められる。 

 

②「かかりつけの医師」についての啓発と情報の開示 

日医総研の調査 28)では、「かかりつけ医機能が自身の地域では機能していない」と

回答した医師が 19.0％あったが、その理由として最も多かったのは、「住民や患者の

かかりつけ医機能に対する理解不足（病院・診療所あわせて 72.5％）」であった。ま

た、第 2 位、第 3 位はそれぞれ、「医師の間で連携やかかりつけ医機能に関する認識

の不足（40.8％）」、「医師や医療機関に関する情報の不足（34.6％）」であった。「かか

りつけの医師」に関する、住民、国民への啓発活動を促進するとともに、医師や医療

機関に関する情報開示を進め、医師の間でも、患者の間でも、求める情報が容易に得

られる環境を整備していくことも必要である。 
 
（２）在宅医療の推進 

現在、医療費適正化の観点から、在宅医療が推進されつつある。しかし、在宅医療

は、医療の主体者たる利用者の尊厳といった、もっとも優先し尊重すべき視点から、

ひとつの選択肢として検討されるべきものである。 
                                                 
28) 日医総研「第 2 回 日本の医療に関する意識調査」日医総研ワーキングペーパーNo.137,2006 年 12
月。 
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１）日本医師会が考える在宅医療 

その人らしく日常の延長として生を自然に終えていくことを継続的･包括的に支援

していく地域医療を目指す。そのためには、住・生活サポートシステムを一体的に提

供し生涯を地域で生活していく街づくりが必要である。終の棲家と医療・介護と生活

との連続・一体化により在宅療養を可能としていく。重要なことはその目標に向け多

職種と共に計画し、国民の誰でもが選択できるようにすることである。日本医師会は

その受け入れ体制を整備、推進していく使命を担っている。 
日本医師会はこのような認識のもと、第一段階として、在宅医療のあるべき姿への

指針である『在宅における医療・介護の提供体制－「かかりつけ医機能」の充実－』

を 2007 年 1 月に公表した。 

日本医師会は、地域における日常生活の延長として生を終える「在宅死」のあり方

の追求とその支援をも行う。看取りには多様な選択肢があり、たとえ医療提供者であ

っても他者が強制できるものではない。高齢者が求めているさまざまな医療と介護、

社会サービスを、利用者本位で、地域で提供できるよう基盤整備を行う必要がある。 
 

２）在宅医療推進における課題 

在宅医療においては、（１）医療情報が少なく地域の医療提供体制がわかりにくい、

（２）地域の急性期を担う医療機関の体制が弱まってきている、（３）夜間や休日にお

いて身近な場所での医療に不安がある、（４）在宅での療養生活を選択することが難し

い、などが指摘されている。2002 年以降、在宅医療診療回数は減少傾向にあり、利用

者主体の医療になっていない現状を表しているともいえよう（図 2-1-1）。 
以下、今後の在宅医療推進のため、在宅医療において考慮すべき点を整理する。 

 

図2-1-1　在宅医療診療回数の年次推移
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*厚生労働省「社会医療診療行為別調査」から作成。四捨五入差があるため、合計が一致しないところがある。
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在宅における医療・介護の提供体制 

－「かかりつけ医機能」の充実－  

指針 
                      2007 年 1 月 日 本 医 師 会 

 

日本医師会は、国民の健康と安全を守り、そして生活・人生を保障していく上で、医

療の重要性を認識し、さらに少子高齢社会において従来の医療に加え、住民の住み慣

れた地域での在宅療養を支える医療すなわち「在宅医療」の役割が重要と考える。 

今後の高齢者の医療と介護の協働する地域ケア体制の整備において、従来からの「病

院・施設における療養」とともに「在宅療養」も医療を通じて支えていくことが望ま

れる。その実現には、地域をひとつの病棟と捉える視点など、要となる医師の意識改

革と支援が医師会の重要な責務と認識する。高齢化のピークである 2025 年に向けた

高齢者の医療と介護について、以下の 3 つの基本的考え方と 7 つの提言をもって、そ

のビジョンと決意を明らかにする。 

 

 ―将来ビジョンを支える 3 つの基本的考え方― 

１．尊厳と安心を創造する医療 

２．暮らしを支援する医療 

３．地域の中で健やかな老いを支える医療 

 

 ―将来ビジョンを具現化するための医師、医師会への 7 つの提言― 

１． 高齢者の尊厳の具現化に取り組もう。 

２． 病状に応じた適切な医療提供あるいは橋渡しをも担い利用者の安心を創造し

よう。 

３． 高齢者の医療・介護のサービス提供によって生活機能の維持・改善に努めよう。 

４． 多職種連携によるケアマネジメントに参加しよう。 

５． 住まい・居宅（多様な施設）と連携しよう。 

６． 壮年期・高齢期にわたっての健康管理・予防に係わっていこう。 

７． 高齢者が安心して暮らす地域づくり、地域ケア体制整備に努めよう。 
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① 在宅の概念の拡大 

自宅だけではなく、病院、介護施設、ケアハウスやグループホーム、ケア付高齢者

住宅なども広く高齢者の住まい（＝在宅）と位置づけ、高齢者がどこにいようとも、

必要な医療・介護サービスの提供が保障される仕組みを整えなければならない。 

 

② 在宅サービスのプラットフォームの強化 

重症化する在宅の高齢者を支援するためには、在宅サービスのプラットホームが必

要となる。介護保険施設のほか、多様な住まいや特定施設を支援する地域ケア体制の

整備が求められる。そのひとつとして、地域住民にとって身近な入院施設である有床

診療所の病床のうち、機能的に対応可能な病床を有効に活用することが求められる。

家族介護支援のためのショートステイ、終末期医療の場としての機能のほか、小規模

多機能型居宅介護 29)への取り組みなど、新たな機能も求められる。 

 

③ 新たな地域ケア体制の創造 

第一に求められるのが、サービス提供体制の変革である。従来の地域医療は、一か

所に集めたサービスを、利用者の抱える事情、地域性などを考慮せず、ただ画一的に

提供する病院・施設偏在型であった。これを地域内完結型のサービス提供体制へ移行

させていくべきである。地域内の保健・医療・福祉の各サービス機関の役割と機能を

明確化して、それらを結ぶネットワークを構築し、「点」ではなく「面」でサービスを

提供していく。やがて地域全体が従来の病院病棟と同じ機能を担うことになる。ネッ

トワークには、個々の施設の努力だけでは難しかった、24 時間・365 日体制の永続的

な確保を可能にするものでもある。 

 
（３）高齢者にふさわしい保険給付体系 

医療保険、介護保険いずれも、施設別（あるいはサービス提供の「場」ごと）の給

付体系はすでに限界にきている。今後は、「介護サービス」「医療サービス」「生活支援

サービス」「住サービス」を組み合わせたトータルサービスの提供を可能とする保険給

付体系の構築が求められる。 
病院は治療の場に特化し、介護施設は在宅との垣根を低くして生活の場と捉え、必

要な時に必要なメニューを必要なだけ提供し、長期療養を支えていく制度へと改革し

ていくべきである。 
給付体系の見直しを進める中で、医療保険と介護保険の給付範囲の明確化も図る。

                                                 
29) 2006 年度の介護報酬改定で新設された「地域密着型サービス」のひとつ。利用者が中重度になっ

ても自宅や身近な地域での生活を継続できるよう、「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせたサービスを

提供する。 
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医療保険の給付範囲は治療と医学的管理に、介護保険の給付範囲はケアと自立支援に

限定する。なお、介護保険施設における低所得者対策の補足給付 30)の見直しも必要で

ある。利用者のニーズに応じて柔軟にサービスを提供できる制度設計が重要であり、

将来の社会保障のあり方を含め、広く検討するべきである。 

                                                 
30) 制度の持続可能性並びに保険料の上昇を抑える目的で、食費・居住費（滞在費）は保険外負担とさ

れたが、低所得者対策の名目で保険料から特定入所者サービス費として支給されている。 
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２．地域医療提供体制とその連携 

 

（１）地域医療連携体制 

2006 年度の医療制度改革は、「施設完結型」から「地域完結型」医療への転換を目

指して、それぞれの地域ごと、事業ごとに医療連携体制を構築することを趣旨として

いる。さらに、従来の基準病床数に関する計画とは別に、2008 年度から新しい医療計

画が施行される。これは、介護保険事業支援計画や健康増進計画とともに、医療費適

正化を建前として、その実態は医療費抑制であることに注視する必要がある。 
 

１）医療連携体制構築にあたっての医師会の役割 

2008 年度から全国一斉に施行される新しい医療計画では、以下の、疾病ごと、救急

医療等確保事業（以下、「事業」）ごとに医療連携体制が構築される。 
 
疾病：がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病 
救急医療等確保事業：小児救急を含む小児医療、周産期医療、救急医療、災害医療

及びへき地医療その他 
 
 
医療連携体制においては、国が「制度の設計者、その遂行の監督者」として、医療

計画の基本方針や作成指針等を策定し、都道府県が「制度遂行の実行者」として医療

計画を策定する（図 2-2-1）。さらに国は、都道府県医療計画の数値目標の達成状況に

対する政策評価を行う見込みである。厚生労働省検討会報告によれば、数値目標の達

成状況は、国による財政支援（交付金、補助金、政策融資、診療報酬など）に関わる

ものとなる 31)。 
しかし、医療連携体制は、国による画一的な方針の下ではなく、地域の実情に応じ

て進められなければならない。したがって、国は地域に対しては技術的な助言にとど

めるべきである。そして、むしろ地域の医療体制を代表する地域医師会が中心的な役

割を果たすことが重要である。 
そのために日本医師会は、需給の将来推計を行った上で、財源に関する提言も含め、

医療計画に関する国の政策決定に関与していく。 
 

                                                 
31) 厚生労働省「医療計画の見直し等に関する検討会 中間報告」2005 年 7 月。 
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図2-2-1　国と都道府県、医療費適正化計画と三計画との関係

都道府県：制度の実施者として、各計画を策定

国：制度の設計者・監督者

全国目標、政策評価項目の提示

医療費

適正化計画

医療計画

医療連携体制：事業ごとに構築

介護保険事業
支援計画

調和を保つことを
高齢者医療確保法上に

規定

健康増進計画

 

２）介護および在宅医療の視点 

疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）ごとの医療連携体制は、生活習慣病

との関係が強い。また、これらの疾病は長期療養を必要とすることも多いので、健康、

介護予防、介護、リハビリテーション、在宅医療といった広範囲な視野に立ったもの

でなくてはならない。 
特に、在宅医療については、第 5 次医療法改正（2007 年 4 月 1 日全面施行）によ

って、以下の三項目に大別される規定が強化されている。 
① 医療連携体制：退院調整機能、地域連携クリティカルパス 
② 保健、介護、福祉サービスとの連携 
③ 在宅における終末期医療 
在宅医療の推進は、患者の QOL 向上を目指したものであり、多職種協同で、患者

のニーズに答えていく必要がある。 
 

３）外来医療の視点 

日本の１人当たり受診回数は、諸外国に比べて高い（図 2-2-2）。このことをもって、

医療の非効率性が指摘されることもある。しかし、受診回数の多さは、医療へのアク

セスの良さから来るものであり、疾病の予防や早期発見にもつながる。医療費抑制あ

りきで、外来医療へのアクセスを阻害してはならない。むしろ、外来医療も含めた連

携体制を強化し、予防、治療、患者 QOL の向上を目指したい。 
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図2-2-2 １人当たり年間外来受診回数(2004年)
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*「OECD Ｈealth Ｄata 2007」　から作成
 

 
４）医療連携を支える医療機能情報提供制度 

新しい医療計画は、同じ時期に始まる医療機能情報提供制度とも相互に連携しあう。

この制度は指定された項目の情報を医療機関が都道府県に提出し、その内容を都道府

県がインターネットを使って地域住民に開示する仕組みである。しかし、同制度は、

提供される情報の内容の如何によっては住民・患者の受療行動を混乱させ、特定の医

療機関に患者が集中するリスクも抱えている。都道府県医師会等による運営やチェッ

ク体制の強化を図っていく。 
 

（２）病院のあり方 

 

１）高度な医療機能を有する病院 

厚生労働省「医療計画の見直し等に関する検討会」報告書（2005 年 7 月）におい

て、医療連携体制を支える高度な医療機能を有する病院が位置づけられた。これは、

特定機能病院や県立がんセンター等を想定したとされており、下記の機能が求められ

ている。 
・高度な医療技術や専門性を必要とする治療などの医療需要に対応できる機能 
・当該病院での治療を終えた後、患者を「かかりつけの医師」に紹介することによ

って日常生活への復帰のための医療連携が地域で構築できる機能 
・主要な事業ごとに都道府県の医療の質、水準の向上などを図っていくことができ

る機能 
・医療連携体制の医療サービスを安定的に提供するため、人的支援を推進できる機
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能 
さらに第 5 次医療法改正（2007 年）では、特定機能病院の管理者の義務として、

医療連携体制が適切に構築されるよう配慮しなければならないことが規定された。こ

れらの病院はその役割を強化するためには、個々の医療連携体制（医療機関）でも対

応可能な外来は原則受けず、救急医療、特殊外来や紹介外来に特化すべきである。 
 

２）拠点病院 

国が医療提供体制の構築のため拠点病院等の基準を示した場合、都道府県はその基

準を満たすために、特定の医療機関に医療資源の集約化を図るおそれもある。 
しかし、「がん診療連携拠点病院」や他の疾患等に対する拠点病院は、県全体及び医

療圏の状況を踏まえて医療計画との整合性をとって設置されることが重要である。地

域医師会として、その適切な遂行が図られるようチェックしていくことが期待される。 
 

３）特定機能病院 

2007 年、特定機能病院は 81 病院あり、そのうち、国立大学法人の付属病院が 78
病院を占める。国立大学法人は、2004 年に、国立大学が独立法人化されたものである。 

特定機能病院は、高度の医療の提供、開発及び評価、ならびに研修を実施する能力

を有することを承認要件としている 32)。さらに、運営費交付金、受託研究の収益、寄

付金など、民間の医療機関とは異なる経営基盤をもつ。 
しかし、独立行政法人化は、自主的・自律的運営を行うことも目的のひとつであり、

段階的に運営費交付金が削減されている。このため、国立大学法人が、7 対 1 の確保

など民間病院と同じ土俵にのって財源を確保しつつあり、地域の医療提供体制の確

保・維持を脅かしている。 
特定機能病院（主として国立大学法人）は、「7 対 1」の対象外とし、民間病院との

競合を避けるべきである。 
 

４）公立・公的病院等 

厚生労働省「医業経営の非営利性等に関する検討会」報告書（2005 年 7 月）には、

「今後の都道府県の役割は、自らが自治体立病院を設置して直接的に医療サービスを

提供する役割から極力撤退し、医療サービスに係るルールを調整する役割、医療サー

ビスの安全性やアクセスの公平性を確保する役割等へ転換することが求められる」と

ある。 
また、第 5 次医療法改正では、公的病院に「救急医療等確保事業」の実施や医師等

                                                 
32) 医療法第 4 条の 2 
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医療従事者の確保策への協力が義務づけられた。 
 

独立行政法人 

現在、国公立病院については独立行政法人化が進んでいる。 
ⅰ）国立病院・国立療養所 

2004 年 4 月、独立行政法人国立病院機構が発足。2010 年 4 月、国立がんセン

ター等の国立高度医療センター独立行政法人化。 
ⅱ）自治体病院・診療所 

地方独立行政法人法にもとづき、独立行政法人化推進中。 
ⅲ）国立大学付属病院 

2004 年、個々の大学別に独立行政法人化。 
特定機能病院のところでも述べたが、独立行政法人の病院では経営重視の資金獲得

（7 対 1 の確保など）も行われている。地域医療を混乱させないようなマネジメント

が求められる。 
 

指定管理者制度・社会医療法人 

2003 年、地方自治法の改正により指定管理者制度が導入され、従来は認められなか

った医療法人による自治体病院の運営委託が可能となった。さらに、第 5 次医療法改

正で、医療法人が自治体病院の指定管理者となることができるようになった。 
今後、自治体病院の指定管理者への運営委託や民間移譲が進む見込みである。 
また、第 5 次医療法改正によって創設された社会医療法人は、従来の特別医療法人

に代わるものであり、統廃合される公的病院等の受け皿になることや、自治体病院等

の指定管理者や譲渡先が「社会医療法人」に限定されることも考えられる。 
社会医療法人は、その検討段階（当時の呼称は「認定医療法人」）から、地域の医療

連携体制の中核的役割を果たすことが想定されていた。これに対し日本医師会は、医

療連携体制は社会医療法人など、特定の医療機関開設者や医療法人を主体に構築され

るものではなく、地域の医療提供者を代表する医師会がイニシアチブをとるべきであ

ると主張してきた。 
地域医師会は、自治体病院等の譲渡、譲渡後の運営等に対して積極的に関与する必

要がある。 
 

５）地域医療支援病院 

地域医療支援病院は、2000 年度に紹介率を要件に導入され、医師会立病院をはじめ

医療連携に責任を果たしている病院が承認されてきた。しかし疾病ごと、事業ごとに

医療連携体制が構築される中で、疾病や事業を単位としない地域医療支援病院の必要
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性に、否定的な意見も出てき始めた。 
地域医療支援病院には、「地域における医療の確保のために必要な支援に関する要件

に該当」し、「かかりつけの医師を支援する能力を備える」という意義がある。承認要

件や承認後の監督機能等制度の改善を図りつつ、今後も存続が求められる。 
 

（３）有床診療所のあり方 

有床診療所は、身近で頼りになる「地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有

する医師」による、日本の医療を代表する施設形態である。日本医師会が 2005 年度

に実施した調査 33)によると、有床診療所が多様な患者を受け入れ、多様な医療サービ

スを提供していることが明らかになっている（図 2-2-3）。 
入院機能をもち、かつ、「かかりつけの医師」、専門的な医療提供、在宅療養支援を

担うことができる有床診療所の重要性は今後も増加する。そのために日本医師会とし

ては、以下の施策を講じていく。 
① 有床診療所の重要性の周知活動（国民、患者、関係各界） 
② 疾病ごと、事業ごとの医療連携体制における有床診療所の位置づけの確保 
③ 安定した医業経営の確保 

患 者 構 成 比 ： 慢性期52.8％、急性期22.8％、亜急性期13.1％、終末期3.2％、その他8.2％。

専 門 性 ： 眼科の7割が1,000点以上の手術を年間100件以上実施。

分娩は年平均278件実施。

在 宅 医 療 ： 内科では、年平均で往診123件、訪問診療216件実施。

介 護 ： 有床診療所の27.7％が併設施設を1以上保有。

15.4％が居宅介護支援事業所を保有。

入 院 患 者 満 足 度 ： 82.2％が満足。

*日本医師会「平成17年度 有床診療所実態調査」 2005年12月

図2-2-3　有床診療所の医療機能

有床診療所が、多様な入院患者を受け入れ、多様な医療サービスを提供していることが、明らかとなった。

 

 

（４）病床のあり方 

 

１）一般病床のあり方 

「一般病床」は、医療法上、精神病床、感染症病床、結核病床及び療養病床以外の

                                                 
33) 日本医師会有床診療所に関する検討委員会「平成 17 年 有床診療所実態調査」2005 年 11 月 
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病床を指す。つまり、他の病床と異なり、一般病床については、どのような患者を入

院させるのかという明確な定義はない。 
2001 年の医療法改正では、旧来の「その他の病床」（現在の一般病床および療養病

床）をどのように位置づけるかが議論の焦点となった。その際、平均在院日数の短縮

化や病床数削減を企図して、「急性期病床」と「慢性期病床」に、あるいは「短期病床」

と「長期病床」とに区分すべきであるという意見が強く出された。 
これに対して日本医師会は、在院日数や病床数に着目した病床区分では、長期療養

が必要な重症患者等が病床区分の狭間に落ちるおそれがあると反論し、あくまで良質

な入院医療の確保という観点から検討すべきであると主張した。その結果、一般病床

の現在の定義づけがなされた経緯がある。 
地域の医療ニーズは、住民の年齢構造、生活習慣などによって多様であり、かつ変

化しうる。一般病床において定義を明確化し、対象患者の範囲を限定すれば、その範

囲に該当しない患者が行き場を失う。したがって、地域の医療ニーズに柔軟に対応で

きる現行医療法における一般病床の定義は、今後も堅持されるべきである。 
 

２）療養病床のあり方 

療養病床は、これに適用される財源（保険）によって、現在、医療療養病床と介護

療養型医療施設（以下、介護療養病床）に区分されている。しかし、医療法では、療

養病床全体でとらえられており、ここでも全体について検討する。 
療養病床は、精神病床、感染症病床および結核病床以外の病床であって、主として

長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。 
2006 年度に決定した療養病床の再編では、2012 年 3 月末に介護療養病床が廃止さ

れるとともに、医療法上の看護配置基準が 6 対 1 から 4 対 1 に引き上げられる。つま

り、療養病床の再編とは、医療法の立場から見ると、その対象を「主として長期にわ

たり療養が必要な医療必要度の高い患者」に限定するものである。すでに 2006 年度

の診療報酬改定では、患者の状態（医療区分・ADL 区分）に応じた慢性期入院医療評

価の導入と看護基準の引き上げが行われている。 
これらの流れは、施設における長期療養の場であった「病床」の概念を一部切り捨

て、さらにはわが国における「入院医療」、ひいては、これを提供する病院や有床診療

所のこれまでの概念をも覆すものである。 
介護療養病床が廃止される 2012 年度には、診療報酬・介護報酬の同時改定が行わ

れる。医療費・介護費抑制のために誤った方向に向かわないよう、日本医師会として

は引き続き実態を分析し、方向修正を行う努力をつづけていく。 
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３）病床規制の今後についての検討 

規制改革・民間開放推進会議（当時。2006 年度に終了）は、一般病床の病床規制に

ついて次のように述べている。 
 
「規制改革・民間開放推進３か年計画」（2005 年 3 月閣議決定, 抜粋） 

b 当面は、急性期医療が中心となっている一般病床のいわゆる病床規制は、地域の

実情・ニーズを適切に踏まえた基準病床数の算定基準を公正に設定した上で、適正

な病床数に管理されるようにし、一般病床が本来の目的に利用されるような状況を

実現する。 
 
諸外国では、医療計画によって病床数が一定数まで削減された後、「病床規制」が解

除されてきた。このことから旧規制改革・民間開放推進会議の計画には、病床数を削

減した後、病床規制を撤廃させて、特に営利企業の新規参入に門戸を開こうという意

図が感じられる。 
2006 年度には、一般病床および療養病床に関する基準病床数の経過措置が廃止され、

「それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を元にした標準」（医療法第 30 条

の 4 第 4 項）とされた。 
一般病床のありようは、前述したとおりできるだけ柔軟であるべきである。しかも

地域においてその役割を果たしつづけるためには、営利目的よりも持続的な提供が優

先される。一般病床単独での病床の算定、病床規制は今後も認められない。 
 

（５）救急医療体制 

 

１）岐路に立つ救急医療 

救急搬送件数は 1963 年には 21 万 6 千人であったが、1989 年には 246 万 8 千人、

2005 年には 495 万 8 千人へと飛躍的に増加した（図 2-2-4）。救急車で搬送される原

因は、1966 年には交通事故などによる外傷が 42.5％、急病は 39.8％であったが、2005
年には急病が 60.0％を占め、外傷の 25.4％を大きく上回っている。また 2005 年にお

ける急病の搬送患者の年齢は、65 歳以上が 50.3％と半数を超えている 34)。 
一方で、ここ数年は、休日夜間急患センター、在宅当番医制、病院群輪番制の運営

費に対する国庫補助が一般財源化され（それぞれ 1998 年、2004 年、2005 年）、救急

医療の後退が懸念される。 
日本の救急医療は、今まさに転換期にさしかかっている。 

                                                 
34) 総務省消防庁「平成 18 年 救急・救助の現況」2007 年 1 月 
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図2-2-4　救急搬送人員の推移

1963年

216千人

2005年

4,958千人
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*総務省消防庁「平成18年版　救急・救助の現況」から作成。各年とも1月から12月までの数値。1998年以降はヘリコ

プター出場分を含む。

1989年

2,468千人

 
 

２）現在の救急医療体制の問題点 

救命救急センターが、本来の役割を果たすためには、患者の搬入先を重症度や緊急

度によって地域内で適切に振り分けるシステムが機能していなければならない。しか

し近年は、内因性疾患の高齢者のように、救急隊員が一見しただけでは重症度の判別

が難しい患者が増加している。 
また、現在、政府主導で医療資源の集約化が進みつつあり、医療機関が専門分化さ

れた上、救急外来も初期と高次救急として地域内で層別化され、地域医療連携が取り

にくくなっている。 
このような背景から、日本においても、特定の施設でいったんすべての患者を受け

入れ、患者の振り分け機能を果たしつつ、適切な医療を提供していくという、アメリ

カの ER（Emergency Room：救急救命室）型救急医療システムの導入を検討する時

期に来ていると考えられる。 
 

３）救急医療の個別課題・個別施策 

 

① 医療連携体制、いわゆる初期・二次・三次救急医療体制 

2006 年の医療法改正により、救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児

救急を含む小児医療は「救急医療等確保事業」とされ、地域医療計画において、事業

ごとに医療連携体制が構築されることとなった。 
これらの事業については、それぞれ医療圏域が設定され、連携体制が構築される。

しかし、一人の患者が持つ救急医療のニーズは多様である。疾病・事業ごとの救急医

療は、それぞれタテ割りで整備される硬直的なものではなく、一つの医療機関が横断
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的に医療連携体制を担うような柔軟性に富んだものでなくてはならない。その際、歴

史的、地理的、社会的に都道府県域を超えた一体性を有する地域では、特に配慮が必

要である。そのためには、地域の医療提供者を代表し、隣接地域との連携が可能な地

域医師会の役割が重要となる。 
現在、休日夜間にも、患者が医師に連絡を取ることができる仕組みが求められてい

る。これを補完するため、および二次・三次救急医療機関がその機能を十分に発揮す

るためには、初期救急医療体制（在宅当番医制、休日夜間急患センター）の充実も課

題である。郡市区医師会は、在宅当番医制の実施主体であり、また多くの休日夜間急

患センターの設置・運営に主体的に関与しているが、その強化が期待される。 
 

② 救急患者の搬送体制 

近年、市町村合併が進み、また医療機関の集約化・重点化が進められつつある中で、

地域によっては救急搬送体制を都道府県単位にまで広域化する必要性に迫られている。 
搬送体制が郡市区を越える場合や事業委託等を採用している場合には、郡市区医師

会、市町村、消防署の所管区域に齟齬が生じるおそれがある。郡市区医師会が統率力

をもって三者の連携を図ることが重要である。 
また、現在、規制緩和の観点から、緊急性の低い患者の搬送を民間搬送会社に委託

する仕組みが検討されている。しかし、誰がいかなる手順の下に緊急性の判断を行う

べきかについて、じゅうぶんな実証調査を行い、慎重に検討されなければならない。 
 

③ メディカル・コントロール（ＭＣ）および病院前救護 

後述するERの負担軽減、救命率向上のためには、病院前救護体制の充実も必要であ

る。そのために、都道府県単位で発足しているMC協議会、さらには日本医師会が共

催者として発足した全国MC協議会連絡会の活動によって、メディカル・コントロー

ル（MC）35)の連携体制の強化と質的向上の推進が期待される。日本医師会は、今後、

救急の専門家とも連携して積極的な取り組みを進めたい。 
なお、本来 MC は、救急救命士など救急隊員のみならず、一般市民、救急救命士を

目指す学生、海上保安庁などの消防機関以外で働く救急救命士、また救急隊員以外の

消防隊員、警察官など、広い意味での病院前救護に携わる関係者全体を対象に考える

べきである。 
 

                                                 
35) MC, 狭義では、救急現場から医療機関へ搬送されるまでの間において、救急救命士等に医行為の実

施が委ねられる場合、医行為を医師が指示または指導・助言並びに検証してそれらの医行為の質を保障

すること。厚生労働省「病院前救護体制のあり方に関する検討会報告書」（2000 年 5 月）より。 
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④ 一般市民に対する救急蘇生法の普及活動 

総務省消防庁「救急・救助の現況」によれば、2005 年に全国の救急隊員が搬送した

心肺停止傷病者 10 万 2,704 人のうち、家族等による応急手当が実施された傷病者数

は 3万 4,523人であった。さらに、そのうち１か月後生存者数は 1,611人（生存率 4.7％）

であった。これに対し、応急手当が実施されていない傷病者の 1 か月後生存率は 4.2％
と 0.5 ポイント低かった（図 2-2-5）。 

救命の輪（Chain of survival：チェイン オブ サバイバル）を繋ぐ最初の救命処置

は現場に居合わせた一般人によることが多い。2004 年には、医療従事者ではない人が

自動体外式除細動器（AED＝Automated External Defibrillator））の使用することが

できるようになった 36)。日本医師会は、これまでも、「大切ないのちを救う心肺蘇生

法ABC＋D」（ABC＋Dカード）やポスターなどを作成・配布したり、一般向け講習会

（AED使用方法を含む）を開催するなどしてきたが、いっそうの普及、啓発に努めた

い。 

図2-2-5　応急手当の延命効果（2005年）

全国の救急隊員が搬送した
心肺停止傷病者数

102,704人

家族等により応急手当が実施さ
れていない傷病者数

68,181人

家族等により応急手当が実施さ

れた傷病者数
34,523人

そのうち1か月後生存者数
2,875人（4.2％）

そのうち1か月後生存者数

1,611人（4.7％）

＊総務省消防庁「平成18年版　救急・救助の現況」から作成
 

 

⑤ 医師による救命処置・治療の推進 

日本医師会は、医師による効果的な救命処置・治療の実施を推進し、救急患者の救

命率及び社会復帰率の向上に資するため、2004 年 3 月「日本医師会 ACLS（Advanced 
Cardiac Life Support, 二次救命処置）研修」事業を立ち上げた。 

本事業は、すべての医師、特に常時救急医療に従事しない医師を対象とし、表 2-2-1
の学習目標を掲げて行っている。 

ACLS 研修にあたっては、インストラクターの養成・確保が大きな課題であり、そ

の方策として、（１）研修会の開催推進、（２）勤務医のインストラクター参加への環

境づくり、（３）地域での連携、などがある。日本医師会としては、地域医師会におけ

                                                 
36) 厚生労働省「非医療従事者による自動体外式除細動器（AED）の使用について」医政発第 0701001
号, 各都道府県知事あて厚生労働省医政局通知, 2004 年 7 月 1 日。日本医師会 ACLS（二次救命処置）

研修については、http://www.med.or.jp/doctor/jmaacls/ を参照。 
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る ACLS 研修会インストラクター候補の登録制の導入などを検討している。 
2007 年 4 月現在、約 1 万人の医師に修了証を交付しているが、医師全体に占める

割合は 4％に満たない。今後、在宅医療が推進される中で、特に診療所医師が救急患

者に遭遇するケースが増加すると推察される。そのため、（１）AEDの全医療機関（特

に診療所）への整備促進、（２）地域医師会によるACLS研修推進、（３）生涯教育と

しての位置づけ強化、（４）ACLSの前段階としてのBLS（AED含む）37)研修を推進し

ていく。 

コース目標
系統的なACLSアプローチに基づいた、急変患者への適切な対処やチーム蘇生の方法
を習得する。

学習目標 突然の心停止に対して最初の10分間の適切な蘇生法を修得する。

ACLSアルゴリズムにおけるPrimary ABCD survey、Secondary ABCD surveyについて
説明できる。

蘇生を始める必要性を判断でき、行動に移すことができる。

BLS(一次救命処置）に習熟する。

AED（Automated External Defibrillator、自動体外式除細動器。以下「ＡＥＤ」)を安全に
操作できる。

心停止の4つの心電図波形を診断できる。

除細動の適応を判断できる。

除細動を安全かつ確実に行うことができる。

状況と自分の技能に応じた気道管理法を選択し実施できる。

気道が確実に確保できているかどうかを判断できる。

状況に応じて適切な薬剤を適切な方法で投与できる。

治療可能な心停止の原因を知り、原因検索を行動にできる。

経皮ペーシングの適応を述べることができる。

到達目標

表2-2-1　日本医師会ACLS（二次救命処置）研修事業　学習目標

 

⑥ ドクターカー・ドクターヘリ 

救急患者の救命率及び社会復帰率の向上にむけては、医師が病院前救護の段階から

出動して救命処置・治療を実施することが最善である。そのためには、ドクターカー

やドクターヘリが有効である。また、ドクターカー・ドクターヘリは、医療機関の重

点化、集約化が進む中で、医療機関または診療科が閉鎖してしまった地域における、

医療レベルや患者満足度の維持のためにも重要である。 
 
ドクターカー 

ドクターカー事業は、その搬送距離から、全県的な事業ではなく、県下の地域を単

位とする。したがって、ドクターカー事業の成否は、市町村、消防機関、郡市区医師

会の連携にかかっている。千葉県船橋市のように、郡市区医師会が中心となってドク

                                                 
37) 一次救命処置（Basic Life Support）。 
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ターカー事業を運営することは、その好例である。ドクターカー事業においては、参

加する医師への ACLS 教育も重要である。日本医師会は、各地域における ACLS 教育

の推進、支援に尽力していく。 
 
ドクターヘリ 

わが国の国土は、山岳地帯や森林地帯が多くを占め、へき地や離島も多い。このた

めドクターヘリは、医療の地域間格差解消という観点からも普及が待たれる。ドクタ

ーヘリは 2007 年 6 月に法制化されたが 38)、その試行、運用には概ね 3 つの課題があ

る。 
ⅰ）ドクターヘリ事業の整備指針（国）、整備計画（都道府県）への医師会の関与 
ⅱ）メディカル・コントロールの確保（救急隊によるドクターヘリ出動要請プロト

コール、事後検証等） 
ⅲ）ドクターヘリの運用費（航空会社への委託費等）の確保 
運用費については、保険財源を適用するべきではなく、公費及び基金により負担す

べきである。特に基金については、寄附行為にかかわる税制の見直しを進め、生保・

損保会社、自動車関連企業などドクターヘリの導入効果（救命率向上など）の恩恵を

受ける企業等からの拠出金を促すことが必要である。 
 

⑦ 自殺と救急医療 

わが国の自殺による死亡者は 2005 年には 3 万 553 人に達し（図 2-2-6）、死因の第

6 位であった。自殺による死亡者数が 3 万人前後で推移する中、特に三次救急医療の

現場における自殺（未遂）者への対応が重要になっている。救命後も、再度自殺を試

みることを防止するために、当該患者のいわゆる｢かかりつけの医師｣や院内外の精神

科部門との連携確保が不可欠である。 
 

⑧ 精神科救急 

厚生労働省「患者調査」によれば、精神及び行動の障害をもつ外来患者が増加して

いる。特に高齢の患者については、合併症への対応も課題となっている。今後、高齢

社会が進展する中では、精神疾患と身体疾患の両方を視野に入れながら、精神科救急

を含め、あらゆる救急体制の地域における連携をより強化する必要がある。 
 

                                                 
38) 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（ドクターヘリ法）2007 年 
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図2-2-6　不慮の事故、交通事故、自殺者数の年次推移
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*厚生労働省　「人口動態調査」より作成
 

 

４）日本型 ER の提言 

1960 年代にアメリカで誕生した ER 型救急システムは、今日では世界標準となって

いる。近い将来、日本においても、ER を併設した地域医療の再編の必要性が高まる

と考えられるが、その際には次のような課題がある。 
まず、受け入れ可能な救急患者数に対し、責任をもって診療できる体制が必要であ

る。たとえば、（１）医師・看護師等の確保、（２）診療領域ごとに体系化されたバッ

クアップ体制（内科系、外科系、小児科系など）、（３）緊急の検査や CT（可能であ

れば MRI）の撮影に対応できる体制などがあげられる。 
次に、ER を併設する特定の医療機関に患者が集中し、効率的な医療の提供が困難

にならないよう、救急救命士が医師の MC 下で救命救急活動にあたる病院前救護の充

実・強化が不可欠である。 
さらに ER は、多重事故や列車事故といった日常生活の延長線上で起こりうる集団

災害のみならず、テロ、新興感染症の蔓延、大規模自然災害などの際の傷病者受け入

れ窓口となる。有事の際の災害医療の中核たることを念頭に置いた体制整備が必要で

ある。 
 

５）救急医療のための資源 

 

① 医師の確保 

特定の地域、診療分野、医療機関における医師不足は、救急医療にとっても最重要

課題であり、日本医師会は以下の取り組みを進めていく。 
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小児救急 
ⅰ）医師会による休日夜間急患センターの開設、運営（参画）の推進、拠点となる病

院内に設置した急患センターへの出務 
ⅱ）開業医会員等による準夜帯、休祭日の初期救急体制への参加の推進 
ⅲ）医師会員による小児初期救急医療等に関する研修への参加の推進 
ⅳ）電話相談事業（＃8000：地域医師会による受託の推進、電話相談事業に参加する

小児科医・看護師等の負担軽減方策の検討） 
 
救急医療体制 
ⅰ）初期救急医療体制（在宅当番医、休日夜間急患センター、診療時間外の受診・連

絡確保）の整備の推進 
ⅱ）地域住民への啓発 （適宜アンケート等で浸透度をチェック） 
ⅲ）成人版の電話相談事業に関する検討 
ⅳ）ドクターヘリ等に関する検討 
ⅴ）日本医師会 ACLS（二次救命処置）研修事業の推進（すべての医師を対象） 
 
地域医療のデータベース化 
ⅰ）救急医療現場における勤務医の就労環境など 
ⅱ）今後の医師需給（含 偏在・不足）予測、（特に脳神経外科など外科領域の救急医

療） 
 
② 財源の確保 

救急災害医療体制の確保・充実は、国の責務であり、公費でまかなわれるべきであ

る。しかし、「三位一体の改革」を契機とした国庫補助金改革により、2005 年度予算

において二次救急医療に対する運営費補助が一般財源化された。すでに一般財源化さ

れている休日夜間急患センター運営費（1998 年）、在宅当番医制運営費補助金（2004
年）と併せ一般財源化後に削減されることには強い懸念がある。国は都道府県が支障

なく救急医療を実施できるよう、必要な対策を講じるべきと考える。 
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３．健康および予防医療 

 

（１）周産期と母子保健 

女性が安心・安全な妊娠・出産をするためには、周産期医療の充実が不可欠である。

しかし、現状は、産科及び新生児専門の医師不足、志望者の減少、地域格差、施設偏

在、過酷な労働に見合わない給与等、多くの問題を抱えており、妊婦、国民の不安が

増大している。 

まず、医師の確保策として、①労働量に見合った給与（夜勤は時間外勤務とする等）、

②女性医師に対する労働環境の整備（24 時間型の保育所の設置等）、③中堅勤務医師

のバーンアウト対策（研究休暇の付与等）、④無過失補償制度等の早急な実現が望まれ

る。 

 また、助産師が病院、診療所に勤務できるよう助産師の養成の拡大が図られなけれ

ばならない。 

 地域における周産期医療システムは、各地域の実情に応じて、妊婦のためにも安全

性と利便性が両立されなければならない。小規模病院、有床診療所に対し、財政的支

援等を行い、小規模病院、有床診療所を活用できる体制を構築することが必要である。

NICU 及び後方支援施設の拡充等も急務である。 

 

また、次世代を担う子供たちが心身ともに健やかに育つよう、社会全体で出産・育

児を支えていくことが必要である。そのためには、日本医師会が 2006 年 5 月に発表

した「子ども支援日本医師会宣言」（表 2-3-1）を具現化しなければならない。 
さらに、子どもの視点にたった小児保健法の制定も望まれる。小児保健法は、既存

の法律に連続性、連携性を持たせ、保健、医療、福祉を包含した総合的な社会支援策

（「子ども支援日本医師会宣言」の具体策）が盛り込まれたものでなくてはならない。

法の制定により、様々な施策（たとえばペリネイタルビジット（周産期小児保健指導））

が、法理に基づいて、継続し、安定して実施されることになる。 
ペリネイタルビジットの完全実施により、すべての子どもが、「かかりつけの医師」

をもつこともできるようになる。「かかりつけの医師」が子どもの代弁者としての役割

を果たすことにより、乳幼児皆健診と予防接種の完全実施も目指していきたい。 
また、今後は、子どもの心の問題、子どもの頃からの適切な食事など生活習慣の構

築への対応も重要である。 
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１．妊娠を望む人たちへの支援 ① 不妊・不育治療の充実

② カウンセリング機関の整備

２．より安全な妊娠・出産に向けての ① 妊産婦死亡、周産期死亡減少のための周産期

　  医療環境の充実 　 ネットワークの構築

② ハイリスク妊娠の選別と対応する地域医療システムの構築

③ 分娩施設における周産期医療スタッフの充実

④ 母子感染予防対策の充実

⑤ 無過失補償制度の確立

３．満足できる妊娠・出産に関する社会 ① 出産一時金増額の実現

 　 環境の整備 ② 若年妊婦と就労妊婦への支援

４．子どもが育ちやすい医療環境の ① 乳幼児医療費助成制度の拡充

     充実 ② 15歳までの医療費1割負担の実現

③ 小児救急医療体制の整備

④ ペリネイタルビジット（周産期小児保健指導）、乳幼児

 　 健診、育児相談の充実

⑤ 予防接種の充実と接種率の向上

⑥ 子どもに関する難治性疾患治療及び先端医療の充実

⑦ 子どもに対する臓器移植の推進

５．子育てに関する社会環境の整備 ① 病児保育の充実

② 保育所、幼稚園への協力

③ 子育てサークルや子育てサロン等との連携と支援

④ 子育てをしている親の就労環境の整備

⑤ 子育てに専念している親への支援

⑥ 同じ年頃の子どもたち同士で遊べる環境の整備への支援

⑦ 虐待の予防と早期発見

⑧ 子どもの権利に関する条約に基づく環境整備

６．学校保健の充実 ① 生命を尊重する心を育む取り組み

② 性教育、性感染症予防対策の充実

③ 禁煙教育の推進

④ 生活習慣病対策

⑤ 心の問題への取り組み

７．障害児への支援 ① 医療的ケアの充実

② 長期入院障害児の後方ベッド確保の推進

③ 特別支援教育への協力

８．政府等関係各方面への協力と働き ① 産科医、小児科医、助産師の不足と遍在を解消する施策

　　かけ     の推進

② 子どもの心の診療医を育成するための施策の推進

③ 小児保健法の制定

④ 妊娠･出産・子育てに対する税制の優遇

表2-3-1　子ども支援日本医師会宣言（2006年5月）

 

 61



（２）学校保健 

 

１）健康教育の推進 
1997 年 9 月、文部科学省保健体育審議会から「生涯にわたる心身の健康の保持増

進のための今後の健康に関する教育及びスポーツの振興の在り方について」が答申さ

れた。これを機に、学校保健の軸足が、健康診断、保健管理から、健康教育へとシフ

トした。答申では、健康教育の実施体制として、（１）組織としての一体的取組、（２）

教科指導等における指導体制、（３）特別非常勤講師制度の活用、（４）学校保健委員

会の活用化、が提言されている。 
2002 年、文部科学省中央教育審議会から「子どもの体力向上のための総合的方策に

ついて」が答申された。この中で、子どもの体力向上のための方策の一つとして、生

活習慣の改善が指摘され、よく食べ、よく動き、よく眠る“健康３原則”（調和のとれ

た食事、適切な運動、十分な休養・睡眠）の徹底が強調されている。 
近年、児童・生徒に肥満、高脂血症、高血圧等、生活習慣病の兆候を有する者の増

加がみられ、子どもの時期からの予防の必要性が一層重要視されている。児童・生徒

にみられる生活習慣病の兆候は、子どもの時期のライフスタイルの改善などにより、

予防しうるものであり、これが成人における生活習慣病の予防に連動する。 
児童・生徒の生活習慣病予防対策としては、まず、学校での健康教育において、食

生活、身体運動、睡眠の重要性を教え、子どもの時期から調和のとれた生活習慣を確

立することの大切さを理解させ、実践させることが有効である。同時に、保護者に対

しても働きかけ、生活習慣の意義を伝えることが大切である。また、健康診断や健康

相談の場を活用し、生活習慣病危険因子の早期発見と一次予防についての助言・指導

を行うことも重要である。 
 

２）学校・地域保健連携推進事業 

学級崩壊、不登校、いじめなどのこころの問題から、10 代における性感染症の増加、

アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎などのアレルギー疾患、運動器・スポーツ障害

など、学校保健をめぐる問題も年々多様化している。従来は、特に内科、眼科、耳鼻

咽喉科の医師が地域医療の一環として学校医となり、児童・生徒の健康管理者として

の責務を果たしてきた。しかし、現状は、学校医だけの対応では十分とはいえず、各

診療科の専門医を学校に派遣し、健康相談や健康教育を実施する体制の整備が求めら

れている。 

日本医師会では 2002 年度より、いじめ、不登校、性の逸脱行動、アレルギー疾患、

薬物乱用等の児童・生徒に関わる健康問題等、多様化する学校保健の現状をふまえ、

各種講習会や学校保健委員会等において、従来の内科、眼科、耳鼻科のいわゆる学校
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医 3 科体制にくわえ、精神科、産婦人科、整形外科、皮膚科等の各科専門医との連携、

支援について検討を重ねるとともに、2003 年度、2004 年度には地域医師会において

「各科専門医の学校保健活動に関する実践研究」を実施した。さらに、2004 年度には

全国学校保健・学校医大会におけるシンポジウムや学校医講習会でも本テーマを取り

上げた。その経過をふまえ文部科学省に、その全国的モデル事業の展開を要請し、2004
年度から 3 年間の継続事業として「学校・地域保健連携推進事業」の予算措置がなさ

れた。この事業は、精神科、産婦人科、皮膚科、整形外科などを含む専門医を派遣し、

健康相談や、保護者、教職員を対象にした研修会などを実施するものである。本事業

は 2007 年度も予算を確保するにいたっている。 
今後、本事業を円滑に実施し、さらに市区町村レベルで展開を図っていくためには、

医師会、医会、学会が連携し、地域単位で専門医チームを編成することが有効である

と考える。 

 

３）学校医の資質の向上 

 多様化する学校保健に対応するため、学校医の資質の向上と活性化も必要である。

特に学校医には学校保健法に則って職務を遂行する義務があり、そのためにも新任研

修は重要な場である｡ さらに生涯研修として、従来、活躍している学校医にも新たな

学校保健の課題に取り組むための知識技術の習得が求められる｡ 

学校医の質を担保する方策として、学校医の認定制導入を求める意見もある。しか

し、数年前は導入に否定的な意見もあり、日本医師会が 2001 年に学校医に対して実

施した学校医に関するアンケート調査では、認定学校医制度を「導入すべきである」

との回答は、36.1％に止まっていた。 
その後、日本医師会学校保健委員会は、2002 年に研修カリキュラムを提示し、2004

年答申ではあらためて認定学校医制度における初任者研修の重要性を提言した。また、

日本医師会は地域で行われている初任者研修等にむけて、2004 年 3 月に「日本医師

会学校医の手引き」を出版した。 

地域特性を考えても、認定学校医制度を一律に導入することには課題が多い。当面

は、新任の学校医が学校保健の基礎知識を習得するために受講する「新任研修」、現役

学校医が最新の知見に触れる目的で受講する「生涯研修」を、医師会などが実施主体

となって全国展開していくことが現実的であろう。今後、既に指定学校医制度として

府県単位で制度化を図った大阪府、奈良県、京都府の各医師会の取り組みを参考とし

つつ、学校医の資質の向上方策を具体的に検討していきたい。 
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（３）産業保健 

 

１）社会保障制度を支える労働者の健康保持増進 

少子高齢化と総人口の減少が同時進行する我が国において、社会保障制度の維持の

前提となる社会経済の発展のためには、労働力の確保が重要な課題である。厚生労働

省は、雇用や少子化対策が進まなかった場合、2050 年の労働力人口（15 歳以上の就

業者と求職者）は、2004 年の 6,642 万人より 2,171 万人少ない 4,471 万人にまで減少

すると試算している 39)。 
こうしたなか、高齢者や女性の雇用拡大で導かれる生産年齢人口の増加への期待が

高まっているが、特に、これから人口の大きな割合を占めることになる高齢者が社会

の中でどのような役割を果たしていくかが、経済成長のカギになる。高齢者の雇用拡

大は、社会保障制度の支え手の増加を意味する。また健康で自立した高齢者の増加は、

医療・介護サービス受給者の抑制にもつながる。そのためには法制度を含む環境整備

と併せ、現役時代から健康であり、労働可能年齢が延伸していることが望まれる。 
その意味において、産業保健の推進は社会・経済の発展への貢献度も高く、従来に

も増して重要となっている。 
 

２）すべての労働者に対する良質な産業保健サービス提供 

日本医師会では、良質な産業保健サービスの提供を目的として、1990 年度に認定産

業医制度を発足させ、2007 年 5 月までに計 7 万人余りの認定産業医を養成している

（図 2-3-1）。 
 

図2-3-1　日本医師会認定産業医の推移
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39) 厚生労働省「少子化が社会経済に与える影響について」（第 1 回社会保障審議会 人口構造の変化に

関する特別部会 資料 3-2）2006 年 11 月 21 日。 
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産業保健サービスは本来、すべての労働者に対し等しく提供されるべきであり、所属

する企業の経営規模などによる格差があってはならない。現行の労働安全衛生法では、

労働者数 50 人以上の事業場には、事業者に産業医の選任が義務付けられている。一

方で、産業医選任義務のない小規模事業場の労働者は、全労働者の 6 割近くを占めて

いるにもかかわらず、必ずしも十分な産業保健サービスを受けているとはいえない。

規模が小さい事業場ほど健康診断の実施率や受診率が低く、健診における労働者の有

所見率が高い傾向にあることは、厚生労働省調べ 40)でも明らかになっている。 
すべての労働者に産業保健サービスが行き渡る体制を整備するため、（１）産業医選

任基準の引き下げ（現行の労働者数 50 人以上から 30 人以上の事業場へ）、（２）産業

医選任義務のない小規模事業場の労働者に対して産業保健サービスを提供する地域産

業保健センター事業拡充、（３）産業医の共同選任を推進する「小規模事業場産業保健

活動支援促進事業助成金」の充実強化などが必要である。 
 
地域産業保健センターや産業医に対して、研修・相談・情報提供等を行っている産

業保健推進センターの充実強化も求められる。労働者健康福祉機構が 2006 年度に行

った「産業保健推進センター事業による効果把握のための実態調査」によれば、この

事業によって、産業医の能力が向上し、事業場の産業保健活動が活性化することによ

り労働者の健康状況が大きく改善されることが明らかになった。 
今後、産業保健サービスのなかでも、過重労働・メンタルヘルス対策へのニーズが

一層高まると予想される。そのため、医師による面接指導の実施とその成果が期待さ

れているが、なかでも産業医による面接指導で、過重労働による健康障害や脳・心臓

疾患の危険性が高いと診断された労働者については、労災保険における二次健康診断

等給付 41)の対象者とすべきである。 
これとあわせて、メンタルヘルスに関して、精神科専門医との連携システムの構築

も重要な課題である。特にこの問題においては企業の人事労務担当者との係わりが重

要となるため、その意味においても産業保健推進センターの役割が期待される。 

                                                 
40) 厚生労働省調べによると、事業場規模別有所見率は、49 人以下：53.3％, 50~99 人：52.4%, 100～
299 人：50.0%, 300～999 人：47.2%, 1000 人以上：43.1.％となっている。 
41) 労働安全衛生法に基づく健康診断で、血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、BMI（肥満度）の測定

のすべてで異常所見があると診断された労働者を対象に、二次健診と医師等による保健指導を労災保険

から給付する（10 割給付）制度。 
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また、2008 年度から実施される特定健診・特定保健指導においても、認定産業医な

らびに地域産業保健センターの役割が示され 42)、その充実と強化が重要になっている。 
さらに、現在、事業者の努力義務となっている THP（Total Health Promotion Plan：

こころと体の健康づくり事業）を推進するため、運動指導、産業栄養指導、産業保健

指導、心理相談を担当する専門職が養成されている。2008 年度から実施される特定健

診・特定保健指導にあわせて、多くの企業において人的資源を拡充させることが期待

される。 
 

（４）生活習慣病予防と健康スポーツ医 

 

１）二次予防から一次予防へ 

「平成 18 年簡易生命表」によると、悪性新生物・心疾患・脳血管疾患の三大死因

で死亡する確率は男女とも各年齢で 4 割を超え、一般診療医療費の 3 分の 1 が、これ

ら生活習慣病の治療に費やされている 43)。生活習慣病による個人や社会の経済的損失

を考えると早急かつ抜本的な対策が求められるが、健康診断による早期発見や早期治

療といった二次予防のみでは適切な対応が難しく、ライフスタイルの改善を主体とし

た一次予防（健康増進）の重要性が高まっている。 
日本医師会では、国民の健康増進に対する意識が高まる中、1991 年度より認定健康

スポーツ医制度を導入し（図 2-3-2）、2007 年 5 月までに計 1 万 8 千人余りの認定健

康スポーツ医を養成している。また、疾病構造の変化に伴い生涯を通じた健康管理が

重要であることから、生涯保健事業の推進を図ってきた。 
認定健康スポーツ医は、児童・生徒から高齢者にいたるまで、また運動を中心とし

た一次予防から二次予防さらには三次予防まで対応可能であり、生涯保健事業の推進

にあたって中心的な役割を担う認定健康スポーツ医には、日常診療における健康増進

活動の実践、学校医や産業医さらには「かかりつけの医師」との連携に基づく健康増

進活動の展開が期待される。そしてそのためには、健康増進施設や各種運動指導者等

との連携が重要である。 
2008 年度から実施される特定健診・特定保健指導において、地域住民の健康保持増

進のために認定健康スポーツ医に期待される役割は極めて重要になることから、認定

                                                 
42) 厚生労働省健康局「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」 委託基準 保健指導対象者が勤

務する事業者に保健指導業務を委託する場合は、その事業者の産業医が中心的な役割を担い保健指導を

実施することが考えられる。また、産業医の選任義務のない小規模事業場の労働者に対しては、日頃か

ら、地域産業保健センターに登録された産業医等が中心的に産業保健サービスを提供していることから、

こうした産業医が勤務する医療機関等が、小規模事業場の労働者に対して、特定保健指導を実施できる

ようにすることが望まれる。 
43) 「平成 16 年度国民医療費」によると、一般診療医療費に占める生活習慣病医療費の比率は 32.5％
（悪性新生物 9.6%、糖尿病 4.6%、高血圧性疾患 7.8%、虚血性心疾患 2.9%、脳血管疾患 7.6％）。 
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健康スポーツ医制度の充実と強化を図る必要がある。 

図2-3-2　日本医師会認定健康スポーツ医の推移
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２）生活習慣病予防と環境に優しいライフスタイル 

日本医師会では、温暖化など地球環境の変化に伴い疾病構造も多様化している現状

をふまえ、保健・医療の面から地球環境の向上と、そこに生きる人間の健康に貢献す

る必要があると考えている。環境問題解決のための基本は、人間の生命や健康に密接

に関連する環境をより良いものに創造していくことにあり、それがすなわち地球に優

しい社会の構築につながっていく。例えば、生活習慣病は、生活の豊かさや、利便性

を追求した結果、経済優先の施策が生んだ大量消費社会の産物である。生活習慣病一

次予防と健康増進のためのライフスタイルは地球に優しいライフスタイルと共通する

ことから、生活習慣病予防が地球に優しい社会の構築に貢献するともいえる。 
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第３章 社会の変化に対応して 

 

１．終末期医療のあり方 

 

（１）終末期医療のガイドライン 

本稿では、医療提供者が最善の医療を遂行することを目的にガイドラインのあるべ

き姿を検討する。これを実際に社会通念として昇華させてゆくためには、今後、患者、

法律関係者等との十分な議論が必要であることは言うまでもない。 
また、ここに示すのは、あくまでも「終末期」の安らぎのためのガイドラインであ

り、決して「医療費の適正化（抑制）」のためのものではない。 
 
１）「終末期」の考え方 

終末期における医療のあり方については、これまで様々な議論がされてきたが、明

確なガイドラインは策定されていなかった。厚生労働省が、2007 年 5 月に「終末期

医療の決定プロセスに関するガイドライン」を公表したものの、これはタイトルに示

すとおり「プロセス」（誰がどういう手続きで決定するか）に限定されたものであった。 
医療の現場では、終末期に関する判断が、主治医や家族の判断にゆだねられてきた。 

その結果、患者と家族を精神的に追い詰めることになったり、患者や家族が医師の判

断に疑念を抱いたりすることも少なくなかった。延命措置の中止により、医師が書類

送検される事態も起きた。 
このような中、社会通念として国民的な合意を得られるようなガイドラインを示す

ことが求められている。 
これまで「終末期」は、死亡時点から遡って「半年以内」「1 か月以内」などと定義

されることがあった 44 )。しかし、治療技術が進歩し、その内容も多様化する中で、終

末期を死亡時点から振り返って一定の期間で定義することには、臨床的な意味が希薄

になってきており、むしろ臨床現場が混乱する原因にもなりかねなくなっている。 
日本医師会「第Ⅸ次生命倫理懇談会」 45 )でも、「生命予後の長さを共通の物差しに

して「終末期」とは何かを決めるわけにはいかない」という意見が出された。 

                                                 
44) 日本医師会の医事法関係検討委員会答申書「終末期医療をめぐる法的諸問題について」（2004 年）

では、終末期を「狭義の終末期」（疾病・傷害により少なくとも 2 週間以内に、長くとも１か月以内に

死が訪れるのが必至の状態である期間）、「広義の終末期」（生命維持装置の適用にもかかわらず、合理的

な医的判断の範囲内では、死を招かざるを得ないような疾病・傷害によって引き起こされる不治の状態

で、そして生命維持処置の適用は患者の死の瞬間を延期することだけに役立つ状態で生存している期間）

に分けた。そして、狭義の終末期の間に行われる通常の医療を「狭義の終末期医療」、広義の終末期でな

される通常の医療を「広義の終末期医療」と定義した。 
45) 日本医師会 第 IX 次生命倫理懇談会「「ふたたび終末期医療について」の報告」2006 年 2 月 
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そこで、本稿においては、「終末期」を次のように定義する。 
 

広義の「終末期」（単に「終末期」と表現するときは、これを指す。） 
① 最善の医療を尽くしても、病状が進行性に悪化することを食い止められずに死

期を迎えると判断される時期。 
② 主治医を含む複数の医師および看護師、その他必要な複数の医療関係者が判断

し、患者もしくは患者が意思決定できない場合には患者の意思を推定できる家

族等（法的な意味での親族だけでなく、患者が信頼を寄せている人を含む）が

①を理解し納得した時点で「終末期」が始まる。 
  
狭義の「終末期」（臨死状態） 
 臨死の状態で、死期が切迫している時期。 
  
この定義の下では、数か月先に死亡することが予見される場合においても、病態的

に安定期にある場合は、終末期とは規定しない。 
 

２）終末期の類型 

終末期には、おおむね、（A）慢性疾患から長期療養を経て終末期にいたるケース、

（B）急性期治療後に療養期間を経て終末期を迎えるケース、（C）急性期治療中に終

末期を迎えるケースがある（図 3-1-1）。 
なお、いずれの場合も、個々の病態や患者本人の個別状況にじゅうぶん配慮しなけ

ればならないことはいうまでもない。 
 

図3-1-1  終末期に向かうまでの類型
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３）終末期における治療の継続・変更・縮小・中止 

終末期医療のあり方については、現在、各方面で議論が進んでいる。それぞれの意

見が尊重され、十分な時間をかけて検討されなければならない。本稿では、医療提供

者として終末期医療のあり方を検討する。 
 

（Ａ） 終末期と判断されてから死亡までにある程度の時間が見込める場合 

「終末期」に入るかどうかの判断は、主治医（できれば、主治医を含む複数の医師）

および看護師、その他必要な複数の医療関係者によってなされる。 
次に、主治医は、患者本人と家族等（法的な意味での親族だけでなく、患者が信頼

を寄せている人を含む）に説明を行う。 
主治医からの説明後、終末期に入ったことが理解されたことを文書で確認する。こ

の時点での「病名告知」・「予後告知」の問題は、患者本人の意思と家族等の意向（以

下、特記しない限り、患者本人の意思は家族等の意向に優先する）を踏まえて総合的

に判断されるべきである。 
さらに、今後の治療内容について、患者本人の意思を確認し、記録する。患者の意

思が確認できない場合は、患者本人の意思を推定できる家族等の意思を確認し、記録

する。 
終末期に入った後の治療方針は、主治医が医学的見地から病状について十分に患者

本人と家族等に説明した上で、患者本人と家族等の意向を踏まえて総合的に判断し決

定する。このとき、これまでの治療の継続、変更、縮小、中止は柔軟に検討され、患

者に多様な選択肢を示すべきである。 
 

（Ｂ） 一定の終末期を経て臨死状態に入った場合 

延命治療の継続・変更・縮小・中止についての患者本人または家族等の意思は、患

者本人の意識がある場合と意識がない場合、苦痛を伴う場合と伴わない場合など、個

別の状況や背景によって変化しうる。たとえば、終末期に入った直後には、延命治療

を望まないことが確認されていても、臨死状態に入ると翻意される場合もあるし、そ

の逆もある。 
この場合、主治医ほかの医療提供者は、それ以前の意思にかかわらず、新たな意思

をじゅうぶん確認し、それを尊重する。ただし、患者本人の意識がない場合に、家族

等が患者本人の臨死前の意思を覆すといった場合には、あらためて従前の患者本人の

意思を家族等に伝えるよう努める。 
なお、延命治療の中止に関しては、従前もしくはその時の患者本人の意思および家

族等の意向が一致している必要がある。たとえば、患者の臨死状態に入る前の意思が

延命治療の中止であっても、家族等が同意しなければ、基本的には、治療を中止する
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ことはできない。 

 

（Ｃ） 急性期治療中に臨死状態に入った場合 

実際の医療現場ではこのケースが少なくなく、治療について判断するための時間的

余裕がない。延命治療の継続・変更・縮小・中止については患者本人、患者が意思表

示できない場合は家族等の強い意思があれば、主治医はそれを尊重する。特に、縮小・

中止について、患者本人と家族等から「緊急臨死状態で、主治医の判断に委ねたい」

という意思が確認されれば最大限尊重されるべきである。この時、「緊急臨死状態で、

主治医に委ねる」という書面にサインがあれば望ましいが、その時間もない場合は、

患者本人と家族等と主治医を含む複数の医療関係者とが、口頭で確認すればよいもの

とする。 
この場合も、延命治療の中止に関しては、従前もしくはその時の患者本人の意思お

よび家族等の意向が一致している必要がある。 
 
なお、いかなる場合においても、治療の中止以上に死期を早める処置（積極的安楽

死など）は実施しない。 
 

４）「終末期」ではない場合の対応 

主治医ほか医療関係者が「終末期」と判断していないにもかかわらず、患者から治

療の縮小・中止を求められる場合がある。この場合も患者の意思を尊重するが、終末

期に入っておらず治療の可能性が残されていることの説明を繰り返し行うなどの慎重

な対応が望まれる。 
 

５）「終末期医療」における議論について 

終末期医療においては、「延命処置および延命治療の中止」が、最も大きな検討課題

である。以下、特に課題となる例をあげる。 
第一は、PVS（Persistent Vegetative State：遷延性植物状態）患者についてであ

る。PVS は、しばしば脳死患者と混同されるが、栄養補給、感染症予防などの医学的

な全身管理によって長期の生存が可能であるため、前述した終末期の定義「最善の医

療を尽くしても、病状が進行性に悪化することを食い止められずに死期を迎える」に

該当せず、本ガイドラインでは延命治療を中止することはできない。ただし、PVS 患

者が前述したような経過で本ガイドラインの定義に該当するようになった場合は、そ

の対象となる。 
第二は、ALS（Amyotrophic Lateral Sclerosis：筋萎縮性側索硬化症）患者に見ら

れる例である。ALS 患者が予め、救急事態が生じた場合の呼吸器装着を明確に拒否し
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ていたにもかかわらず、急変した際に運び込まれた救急センターで、呼吸器を装着さ

れたため、意識を取り戻した患者がその抜管を求めた、あるいは呼吸困難な状態で本

人の希望選択により呼吸器等が装着されたが、後日、患者がその取り外しを求めたと

いうような場合がある。この場合も、上記と同様に本ガイドラインに基づいて、延命

治療を中止することはできない。 
このような例における「延命治療の差し控え・中止」は、刑法の諸規定、なかでも

自殺関与あるいは同意殺人さらには殺人の問題と境界を接している。このため、これ

に関する法律が未整備なわが国の医師は、常に刑事訴追の不安にさらされながら、こ

の問題に対処しなければならない。 
このような問題をガイドラインの対象とするのは現時点では時期尚早であり、議論

に十分な時間をかけなければならない。 

 

（２）終末期の医療費 

近年、根本治療から緩和医療への移行あるいは両者の並存に対する国民の認知度は

高まりつつある。しかし終末期医療のあり方が語られるとき、いまだに「限りある医

療資源の配分」に偏って「終末期医療における医療資源の浪費」という視点での議論

が多い。特に高齢者において医療費全体に占める「死亡前の医療費」の割合が少なく

ないという認識が、この傾向に拍車をかけている。 
しかし、終末期の医療費に関しては、厚生労働省でさえ、いまだに 1990 年、1991 

年の社会医療診療行為別調査をもとに行われた研究 46 )を引用している実態である。 
そこで、日医総研 47 )が行った調査をもとに、あらためて終末期の医療費について確

認しておく。なお、日本医師会における「終末期」の定義は、前述のとおり一定期間

を定めるものではない。しかし、分析上は一定の尺度が必要であることから、ここで

は、終末期を「死亡前 30 日以内」とし、後期高齢者（75 歳以上）の入院医療費につ

いて示した。後期高齢者に焦点を当てたのは、高齢化が進み、特に終末期医療のあり

方について判断せざるを得ない局面に遭遇するのは、患者が高齢者であるケースが多

いためである。 
 

１）死亡前 30 日以内１日当たり入院医療費単価 

後期高齢者の死亡 30 日前（以下、終末期）1 日当たり入院医療費単価は、平均 31.8

                                                 
46) 府川哲夫「社会医療診療行為別調査に基づく死亡月の診療行為に関する研究」平成 4 年度厚生行政

科学研究事業, 1993。1990～1991 年の「社会医療診療行為別調査」において、転帰が死亡のものを診療

報酬明細書にもどって、死亡月の診療行為状況等を抽出分析（N=710）。 
47) 日医総研「後期高齢者の死亡前入院医療費の調査･分析」日医総研ワーキングペーパーNo.144, 2007
年 7 月。急性期・慢性期の偏りがないよう 3 病院を抽出し、2006 年度中に 75 歳以上で死亡した入院患

者の死亡月から遡って、30 日分の入院レセプトを分析（N=403）。 
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千円である（図 3-1-2）。後期高齢者の入院医療費単価（死亡以外の退院も含む）は平

均 21.5 千円であるから、終末期の入院医療費単価は 1.48 倍であるが、突出して高い

とは断定しにくい。さらに死亡前の入院期間が 180 日を超えて死亡にいたったケース

では、終末期 1 日当たり入院医療費単価は、後期高齢者の入院医療費単価の単価を下

回っていた。 
 

２）死亡前 30 日以内１人当たり入院医療費総額 

死亡直前の 30 日分の１人当たり入院医療費は、入院期間が 30 日未満の場合、たと

えば入院 7 日後に死亡した場合には、7 日分の入院医療費ということになる。 
入院期間 7 日未満、すなわち急性期のまま死亡するケースでは、終末期の 1 日当た

り単価は高い。しかし、入院期間が短い（最大でも 7 日に満たない）ので、終末期に

1 人が費やす入院医療費総額は 156.8 千円に止まる（図 3-1-3）。したがって入院期間

7 日未満のグループに対し、１日当たり入院医療費単価の高さから、治療を制約する

理由は見られなかった。 
他方、入院期間 90 日以上のグループでは終末期 1 日当たり入院医療費単価が、180

日以上のグループでは 1 日当たり入院医療費単価および１人当たり入院医療費総額と

もに一定の値に収斂されていた。 
 

図3-1-2 後期高齢者の死亡前30日以内１日当たり入院医療費単価（N=403）
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*1）後期高齢者入院平均は、死亡にかかわらず老人入院医療費（病院）の平均値。厚生労働省「社会医療診療

行為別調査（平成17年6月審査分）」より。

*1)
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図3-1-3 後期高齢者の死亡前30日以内１人当たり入院医療費総額（N=403）
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*1) 後期高齢者入院平均は、死亡にかかわらず老人入院医療費（病院）の平均値。厚生労働省「社会医療診療

行為別調査（平成17年6月審査分）」より。

*1)

 
 

以上のように、終末期の入院医療費は死亡退院以外も含む入院医療費に比べると高

いが、急性期であらゆる手を尽くして死亡にいたった場合でも、医療費としては影響

が少なく（死亡までの入院期間が短いため）、また延命できた場合にはその後の単価は

頭打ちになるので、死亡前入院医療費の抑制目的で、積極的に治療を中止する理由は

見出せなかった。 
 

 74



２．危機管理の必要性 

 

（１）感染症対策 

感染症対策は、第一に、予防できる疾患は予防するという考えが基本である。まず、

流行性耳下腺炎、水痘、インフルエンザb菌（Hib）、肺炎球菌等の予防接種を、予防

接種法にもとづく法定接種とすべきである。また、子ども予防接種週間をさらに普及、

啓発し、活用していく必要がある。そして、感染症法改正の附帯決議 48)に「医療従事

者等に対して、ワクチンで予防できる疾患に対する予防接種が行われるよう配慮する

こと」とあるように、B型肝炎等、医療従事者等に対する予防接種も重要である。 
ワクチンが、臨床現場のニーズや感染症動向等に応じて、迅速かつ円滑に開発され、

生産・供給されるよう、国、医師会、関係学会、研究者・研究機関、自治体、ワクチ

ン関連企業などからなる「予防接種施策に対する諮問機関」を位置付け、施策の進捗

状況をフォローアップするとともに、官民が協働して、開発・治験に係る具体的な計

画やガイドラインの作成、普及の検討を行う体制を整備することも望まれる。 
第二に、従来は急性感染症が重視されてきたが、今後は慢性感染症対策（結核、B

型肝炎、C 型肝炎、クロイツフェルト・ヤコブ病など）が重要である。医療技術の進

歩により発症・重症化を遅らせることができるようになり、高齢化も進展しているか

らである。 
加えて、病原微生物とがんとの密接な関係（B 型肝炎、C 型肝炎と肝がん、ヒトパ

ピローマウイルス（HPV）と子宮頚がん、ヒト T リンパ球向性ウイルスⅠ型（HTLV-
Ⅰ）と成人 T 細胞白血病（ATL）など）も指摘されており、関連感染症対策も重要に

なる。地球温暖化に伴う感染症の変化、日本を含むアジア諸国において依然増加して

いる後天性免疫不全症候群（HIV／AIDS）、新型インフルエンザにも注意しておかな

ければならない。 
第三に、自然発生の感染症だけでなく、犯罪集団が意図的に重篤な感染症の病原体

を蔓延させる生物テロも想定しなければならない。すでに国が、一部財政支援をして

天然痘ワクチン等の備蓄等を行っているが、不測の事態に備えた対応が必要である。 
 
（２）大災害発生時の医療 

阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件に直面するまで、日本における災害医療は、

医療のひとつの分野として必ずしも認められていなかったように思われる。今後は、

あらゆる災害から国民の生命と健康を守るため、医療・保健領域における災害医療の

シームレスな危機管理体制の確立が急務である。 
                                                 
48) 参議院厚生労働委員会「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正

する法律案に対する附帯決議」,2007 年 11 月 30 日。 
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① 災害の規模に応じた体制整備 
日本では災害規模の定義が必ずしも明確でないが、アメリカでは、規模に応じてエ

マージェンシー（ Emergency）、ディザスター（ Disaster）、カタストロフィ

（Catastrophe）に区分されている。 
エマージェンシーは、高速道路での玉突き事故など、限定した地域での緊急事態を

指し、発生した地域の能力で対応できる。ディザスターは、複数の地域にまたがり、

周辺地域の協力なしには対応できないような災害である。JR 福知山線脱線事故や、

福岡県西方沖地震などがこれにあたる。カタストロフィは日本で「大災害」と呼ばれ

る規模で、阪神・淡路大震災、ハリケーンカトリーナによる高潮・高波災害などのよ

うに、甚大な被害を及ぼすものを指す。 
災害への対応策を検討する際には、どの規模の災害を想定するのかを、まず念頭に

置いておきたい。 
 
② 緊急時指揮命令系統の導入 

災害発生直後には「資源の不足」よりも、「適切なコーディネーションの不足」ある

いは「指揮命令系統の混乱」が問題になる。 
アメリカでは、1970 年代にカリフォルニアで起こった山火事の際、消防、警察、救

急、行政、メディア、地域住民の間の適切なコーディネーションが不足していたため、

効率的な消火活動ができず、多くの家屋と生命が失われた。そして、この失敗で、（１）

関係機関との調整が不十分であった、（２）誰が責任者であるかの指示命令系統が不明

瞭であった、（３）複数機関の関与を前提とした計画が検討されていなかった、（４）

複数機関を横断的にマネジメントする組織がなかった、（５）統一された用語がなかっ

た、などの問題点が浮き彫りになった。これらの問題を解決するために開発されたの

が、「緊急時指示命令系統（ICS＝Incident Command System）」である。 
その後、複数の機関が大災害発生時に協力して活動する際の約束事として普及し、

現在は全米の災害・危機管理対応部局で採用されている。基本的なコンセプトは非常

に簡潔で、大災害時に行わなければならないことと、それぞれの組織と部門の任務と

責任者を明確にすることである。日本においても、危機管理の現場にこの考え方を導

入する意義があろう。 
 

③ 災害医療の流れとポイント 

災害発生時の対応は、（１）時間軸に従った災害医療の流れと、（２）ロジスティッ

クス（輸送、補給）で構成される。 
時間軸に従った災害医療の流れは、① 災害発生直後、② 災害急性期（～72 時間）、
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③急性期経過後、④ 災害収束後に分けられるが、特に、災害急性期において遅くとも

被災 72 時間以内に、重症救急症例をトリアージして必要な医療に引き継ぐことが極

めて重要である。そこでは、DMAT（災害医療派遣チーム、詳細後述）等の活動が基

本となる。 
時間の経過とともに、避難所等でのヘルスマネジメントのニーズが高まる。介護、

福祉の面での相談と支援、透析医療や生活習慣病の治療の継続、集団生活の長期化に

伴う感染症予防活動や被災者の心的外傷後ストレス障害を含むメンタルケアなどであ

る。 
ロジスティックスは、時間軸に従った災害医療が、地理的に広範かつ連関性をもっ

て行われることを担保する。フロントライン～トリアージポスト～救護所・避難所～

拠点病院～後方医療機関までの医療連携、搬送手段、医師等の交通ルート、情報共有、

医薬品等の調達などにおいて、高度なスキルを持つプロフェッショナルチームの活動

が基本となる。そのためには、関係行政機関（衛生当局、消防、警察、自衛隊、海上

保安庁等）や関係団体（日赤、医療関係団体、ライフライン関係等）の協力、連携が

重要である。 
 
④ 個別課題 

高齢者や社会的弱者に対応した災害医療 

災害の際、高齢者や社会的弱者が犠牲になりやすい。1995 年の阪神・淡路大震災で

は災害直後の高齢者の死亡率が高かった。その後の避難所生活では、慢性疾患を持つ

高齢者が十分な医療を受けることができない状況が長く続いたことや、仮設住宅での

高齢者の孤独死が大きな問題となった。また、2005 年のハリケーンカトリーナによる

高潮・高波災害では、被災者の多くが貧困層や高齢者であった。 
したがって、平時から高齢者等の状況を把握し、被災時に起こりうる問題を想定し

た予防と準備が求められる。高齢者の多くが複数の慢性疾患を持ち、日常的に医薬品

を服用している。災害時には、これらの医療情報が十分伝達され、必要な医療の提供

に支障を来たさないよう、要医療者、要介護者の医療・介護情報を救護所などで供覧

できるシステムの開発が急務である。 
 

災害時の医療ネットワーク 

阪神・淡路大震災では、大規模病院が、インフラの破壊や大規模組織指揮命令系統

の複雑さのため、必ずしも十分に対応できなかった。むしろ、地震発生直後の医療活

動は診療所や中小病院が中心となった。被災者にとってアクセスがよかったこと、地

域に密着していたこと、管理者のトップダウンで指示命令系統がはっきりしていたこ

と、などが理由としてあげられる。 
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現在の日本の災害医療計画は、災害拠点病院を核にした集中型のモデルとして考え

られることが多い。しかし、災害発生直後は被災者でもある診療所や中小病院が院内

や避難所・救護所などで主たる役割を担うことが十分想定される。地域の医療提供者

を取りまとめる立場にある医師会を中心として、災害拠点病院と診療所、中小病院な

どの関係機関との連携を基本とするネットワーク型の対応へと改めるべきである。 
 
DMAT（災害医療派遣チーム）の有効性と改善点 

災害医療派遣チーム（DMAT＝Disaster Medical Assistance Team）は、大地震や

航空機・列車事故などの災害発生時に迅速に被災地に駆けつけ、救急治療を行うため

の専門的な訓練を受けた医療チームのことである。日本でも、すでに多くの公的医療

機関が DMAT 研修を終え、地域の災害医療計画の一部に組み込まれている。 
阪神・淡路大震災では、病院が被災したために十分な医療を受けることができずに

死亡した、いわゆる「避けられた災害死」が問題となった。DMAT の活動によりこれ

を減らせる可能性もがある。 
ただし、（１）現場で活動する際の指揮命令系統や消防・警察・自衛隊などの関係機

関との連携、（２）事前計画や法整備、（３）移動交通手段の確保、（４）派遣者の身分・

補償、（５）派遣者の教育と資格認定制度、（６）災害現場でのメディカル・コントロ

ールなど、課題も多い。 
医師会にあっては、医師会救護チーム自体が DMAT と同等の活動を行うことは困

難であるので、地域医師会は、DMAT の整備・組織化や実際の運用・トレーニングと

いった面で積極的な役割を果たすことが求められる。 
 

⑤ 日本医師会の役割 

防災行政との関わり 
防災行政は、交通・通信手段、情報収集・伝達、緊急輸送、食糧等の調達など多岐

にわたる。その中で、人命救助を中心とした医療こそが最優先課題であり、日本医師

会は、国に対してその重要性を主張し、防災行政における医療の位置づけを高めるよ

う努めていく。そして、そのために日本医師会は、下記のような役割を果たして指定

公共機関の指定を受け、中央防災会議など国の災害対策を議論する場に積極的に参画

することを目指す。 
・国と交渉し、災害医療の実施、地域医療機関の保持のために必要な財源の確保に努

める 
・避難所等における住民に対する医療提供や健康危機管理の支援を行う 
・都道府県医師会を単位として、会員や会員医療機関等の職員を登録し、災害発生時

には迅速に医療救護班を編成し被災地に派遣する 
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・被災地の医師会からの要請に応じて、非被災地の医師会に医療救護班の派遣を要請

する 
 

災害時医療協定、医師会救護チーム 
これまで、地域医師会相互あるいは行政との間で、医療救護に関する協定が締結さ

れ、災害医療救護計画の策定が推進されてきた。ただし、郡市区医師会と市町村とで

は、所管区域が異なることもあり、協定の締結が進みにくいこともある。都道府県医

師会と都道府県が管下をまとめあげて一括して協定を締結する機会を設けるか、都道

府県単位の協定を域内を包括するようなものにすることも求められる。 
行政との協定においては、災害医療実施の財源、重症患者への医療、他の救護チー

ムとの交代、検死検案等の各医療救護班の役割分担、現場での指揮命令系統や被災地

への交通手段の確保を明記する。また、（１）医療救護班の経費負担と医療救護班が派

遣先で二次災害に遭遇した際の補償責任、（２）災害時、知事・市区町村長等の要請を

得る余裕がない場合に医師会の判断で医療救護班を派遣した際の経費負担および補償

責任、にも留意する。 
避難所や避難経路は、学区ごとの整備も有効である。その理由として、（１）子供た

ちの安全をいち早く確保できるだけでなく、（２）地域で認知されている通学路という

安全なルートが存在し、（３）多くの避難民を収容できる施設（学校）も確保できる、

ことなどがあげられる。すなわち地域の医師会においては、学校医活動と災害医療と

の連携、医師会と学校など教育機関との連携も視野に入れておく必要がある。 
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３．医療における IT 化 

 
医療のIT化における今後 10 年以内の課題の一つは、他の社会システムと歩調をあ

わせた皆保険制度の維持発展である。これは、フリーアクセス制度下での国民の自由

度、満足度を満たすものでなくてはならない。本稿では、行政がIT化の切り口として

推し進めるオンライン請求に関する課題（2007 年 8 月時点）を述べるとともに、日本

医師会の主導するORCAプロジェクト 49 )による医療現場のIT化、セキュリティの確保、

国民に視点を置いた地域医療ネットワークの将来などについて述べる。 
 

（１）レセプトオンライン化の課題 

日本の地域医療の多くは小規模な医療機関が支えている。そのなかで手書きレセプ

トの医療機関は 1万 9千施設あり、その 6割以上が月間レセプト 200枚以下 50 )である。

医療の適切なIT化は促進されても良い。しかし、周辺整備をおざなりにしたまま、レ

セプトオンライン化を始めとする様々なIT化を強引に推し進めると、医療現場は混乱

に陥り、医療の安全確保や良質な医療の提供にも大きな影響を与えることになりかね

ない。一般的な小規模医療機関では、コンピュータの導入や操作、ネットワーク回線

の利用など、多くのステップと投資を踏まなければオンライン請求は実現できない。

オンライン請求が完全義務化されれば、保険診療を継続できなくなる医療機関が出て

くることが想定され、地域医療の崩壊を招くおそれがある。省令では、レセプトの代

行入力の方途も記述されているが、その財源については現時点（2007 年 8 月）で目

処がたっていない。 
日本医師会では、これらの問題を国に提起し、解決すべき課題として下記の項目を

掲げ、具体的な対応を図るよう、強く求めてきた。 
 

① 薬効薬理作用に基づいた医薬品の投与を認めること  
 ・デジタルによる画一的なレセプト審査をしないこと 
② 被保険者証（保険証）有効性確認システムの確立  
 ・保険証の資格を医療機関が即時確認できるようにすること 
 ・受診日に確認された保険証の資格に保険者は責任を持つこと 
③ レセプトコンピュータの統一基準化 
 ・医師と IT 専門家による、統一コードを使ったレセプトチェックシステムの確

立 

                                                 
49) 日本医師会：ORCA（Online Receipt Computer Advantage）プロジェクト

http://www.orca.med.or.jp/ 
50) 社会保険診療報酬支払基金「電子計算機により作成された明細書の受付状況（平成 18年 5月診療分）」 
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④ レセプトデータ利活用に関する問題 
 ・民間による営利を目的とした利用の禁止（例：民間保険会社など） 
⑤ IT 化財源の別途確保  

・導入機器とメンテナンスコストについての別途財源の確保 

 

上記に挙げた項目以外にも、その他必要な周辺整備として以下の重要な課題がある。 
 ・医療情報交換のための規格整備 
 ・返戻、医療費助成制度、資格過誤の保険者間調整の仕組み 
 ・診療報酬改定と同時期に点数マスタがメンテナンスされる仕組みがあること 

 
2007年6月19日に閣議決定された「経済財政改革の基本方針2007」の医療分野の項

では、上述したようなこれまでの主張が受け入れられ、「レセプトオンライン請求に

ついて、請求システムの標準化、互換性等の環境整備を図りつつ、期限内に確実に達

成する（後略）」ことと、レセプトオンライン化には環境整備を図る必要性があるこ

とが明記された。 
オンライン化によりレセプトデータを主としたナショナルデータベースも計画され

ている。医療機関も保険者もレセプトデータを正当な目的の下で作成、取得している

が、患者本人にも一定の権利があるため、日本医師会としては、レセプトデータの利

用については十分慎重であるべきであり、中立性を担保できる“第三者機関”を設立

して学術的な研究を行うべきであると主張している。 
 

（２）日本医師会の取り組み 

 

１）ORCAプロジェクト 
医療とよく比較されるライフライン産業などにおいては、顧客情報を管理するデー

タベースを中心にIT化が進んできた。それに倣えば、医療機関でも全患者の氏名など

が既に登録されているレセプトコンピュータ（以下、レセコン）を中心としてIT化が

進められるべきである。しかしながら、医療機関の8割が利用するレセコンは多くの

場合システムが閉鎖的であった。 
こういった背景のもと、日本医師会では2001年に「日医IT化宣言 51 )」を行い、ORCA

プロジェクトにおいて高機能レセコン「日医標準レセプトソフト（以下、日レセ）」

を開発、無償の公開ソフトウェア（オープンソース）として提供、普及を促す手法を

                                                 
51) 日医 IT 化宣言 http://www.orca.med.or.jp/orca/sengen/declaration.html 
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とった。これにより、複雑な医事請求と切り離した電子カルテの自由な開発が活発 52 )

となり、日レセ内の患者情報を活用する各種診療支援アプリケーションの開発も広ま

ってきた。 
医療機関にとっては、IT化の第一歩として日レセを導入しておけば、電子カルテな

ど次のステップに対する敷居も低く、将来、地域医療連携のIT化にも参加しやすいと

いうメリットがある。 
日レセは、2007年5月までに3,405件が導入され（図3-3-1）、2011年までに1万医療

機関での利用を目標としている。また、医療事務のみならず、介護保険への対応 53 )、

医療機関窓口の電子決済対応 54 )なども充実してきた。2008年度から始まる特定健診・

特定保健指導にも対応する予定である。 
地域の医療圏の開かれた共通の基盤として日レセを普及させ、医療機関内部のIT化、

医療機関同士や検査センターとの情報交換を支援していけば、将来、日本の医療制度

に適合したIT時代の皆保険制度を担うインフラを低コストで形成できる。ここで課題

となるセキュリティの確保については次項で詳しく述べる。 
 

図3-3-1 日医標準レセプトソフト（日レセ）の普及推移
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医療行為の妥当性、必要性の評価については発生源である医師もしくは医療現場で

しか入手できない情報が必要となる。そこで、今後の政策提案や患者サービスに向け

ては、患者個人の情報を含まないデータの収集（定点調査研究事業）が既に試行段階

                                                 
52) 日レセに接続できる電子カルテは現在すでに 17 社から開発・販売されている（2007 年 8 月） 

http://www.orca.med.or.jp/community/link/link.rhtml#epr 
53) 医見書 http://www.orca.med.or.jp/ikensyo/index.rhtml  

給管鳥 http://www.orca.med.or.jp/kyukantyo/index.rhtml 
54) 日本医師会電子決済サービス http://www.orca.med.or.jp/eps/index.html 
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にある。また、ネットワーク対応の日レセがさらに普及すれば、こういったデータを

日次や月次、かつ定点で収集できる。将来は患者サービスとして、例えば小児特有の

流行性感染症の状況など、地域に密着したマップを毎日更新、提供できるようになる

（図3-3-2）。 

 

図 3-3-2 ORCA プロジェクトの将来展望

 
２）電子世界におけるセキュリティの確保 

 

① 日本医師会における認証局の取り組みと周辺動向 
IT 化を進める上で避けて通れないものがセキュリティの問題である。日本医師会で

は、2001 年の「日医 IT 化宣言」と同時に、信頼の置ける IT 基盤を実現するため、

公開鍵認証基盤（Public Key Infrastructure＝PKI）の検討を重ね、その答えのひと

つとして日医認証局の構築に着手した。 
一方で、保健医療福祉分野における認証基盤の重要性についても行政に働きかけを

おこない、厚生労働省は日本医師会の取り組みを参酌した形で、2005 年 4 月に「保

健医療福祉分野 PKI 認証局証明書ポリシ」を通達した。 
  
② 電子署名による電子文書のセキュリティ確保 

日医認証局 55)では、医師にICカードに格納された電子証明書を発行する。電子証明

                                                 
55) 公開鍵認証基盤の枠組みを使った日本医師会の認証局として 2002 年に発足。2003 年に具体的な設

計、開発、運用設計などを検討開始。 
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書は実社会に置き換えると印鑑登録証に相当し、電子署名が実印となる。例えば紹介

状などの医療文書を電子的に作成する場合は、紙の押印に代えて電子署名を付与すれ

ばよい。これによって、電子医療情報の信頼性を確保することができる（図 3-3-3）。 
 
 図 3-3-3 電子署名の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

③ 保健医療福祉分野における認証基盤の将来展望 

保健医療福祉分野認証局（Healthcare PKI）への発展 
認証局は日本医師会だけでなく他団体にも存在する。従って、日医認証局の電子署

名を、他の認証局の利用者が正しいと確認できる必要がある。そのためには、それぞ

れの認証局が相互に接続され、お互いに信頼できる基盤が必要となる。 
この信頼基盤の構築方法には、「階層型 56 )」、「ブリッジ型 57 )」、「相互認証型 58 )」が

存在する。日本医師会も含めた保健医療福祉分野認証局の信頼基盤の構成は「階層型」

になっている。また、今後の利便性向上のため、電子政府の認証局との連携も検討す

る必要がある。 
 
職能団体による認証局運営 

保健医療福祉分野には医師だけでなく、歯科医師、薬剤師、看護師など様々な職種

があり、それぞれが重要な役割を担っている。むろん、それぞれの職種が電子世界に

おいて保有する資格を証明することもセキュリティの基盤を構成する上で重要な要素

となる。そして、医師会同様、他の職種にも職域を代表する団体が存在する。 
                                                 
56) ひとつの親認証局に他の認証局が接続することで、親認証局を起点として単一の信頼関係を構築す

る認証局の接続モデル。 
57) 各認証局がブリッジ（橋）となる認証局に接続することで、相互に信頼関係を構築する認証局の接

続モデル。 
58) それぞれの認証局が信頼する相手と相互に接続して信頼関係を構築する認証局の接続モデル。 
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もともと、保健医療福祉分野認証基盤は保健医療福祉分野全般にわたる信頼基盤、

セキュリティ基盤を構築する使命を担っている。その意味でいえば、それぞれの職種

が電子証明書を保有するようになったとき、相互にその資格が確認できなくてはなら

ない。そこで、確実な相互確認と保健医療福祉分野に属する資格者全体による信頼基

盤構築のため、職能団体が団結して認証局を運営する必要がある。そうすることによ

ってより現場に即した IT 化、情報社会の構築も期待できる（図 3-3-4）。 
 

図 3-3-4 職能団体による共通基盤認証局の運営 

 
（３）国民の視点での医療 IT 化 

2006 年度の「情報通信白書」によれば、最近の数年間で日本のインターネット利用

人口はおよそ 8,529 万人に達し、日本人口に対する普及率は 66.8％となった。すでに

消費者のうち 62.0％が商品の購入に先立ちインターネットを活用すると答えており、

こういった流れは医療分野においても今後加速していくと考えられる。 

 
１）情報が氾濫する時代 

インターネットの普及に伴い、医学的根拠のない民間療法や、必要以上に患者の勧

誘を図る情報が問題となっている、これに対して日本医師会は、2005 年 10 月に「医

療施設ホームページあり方－会員医療施設 HP および医療情報提供のガイドライン

－」を発行した。 
今後、医療に対する信頼性を維持し、利用者を保護する観点から、地域の住民、患

者、医療関係者のための情報整理と提供が非常に重要となってくる。情報社会が進む
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につれ、これらの土俵は確実にネットワーク上に移行していくと思われる。将来は、

地域医療に関するネットワークハブとして「正しい」「信頼できる」情報を提供する役

割が地域の医師会に求められるのではないだろうか。そして日本医師会としてはこれ

を支援、主導する組織としての役割を目指していきたい。 
 
２）国民に視点を置いた地域医療の将来 

近年、医療機関を受診した際に薬剤情報提供書が渡されることも多く、デジタルに

よる診療情報提供書や検査結果の提供も一部実施され始めた。特定健診制度において

も検診結果はデジタルで扱うこととなった。そして、各世帯には、着実にインターネ

ットやパソコンが普及してきている。世界的には、国家規模の医療情報のネットワー

ク化と情報連携で、統合的な医療と健康管理を行うシステム（EHR＝Electronic 
Health Record）の構築が始まった。先進国の多くが多額の投資を行い、この EHR に

取り組んでいる。 
 
どのように IT 化が進もうとも、日本の医療保険制度が守るべき特徴として、皆保

険とフリーアクセスという患者本位の制度がある。また、医師法その他で守られてき

た患者のプライバシーがある。わが国でも産業界を中心に EHR の構築を求める声が

高いが、コストはもとより、生涯のデータを強制的に第三者に管理されることに不安

がある。 
これに対して、「国民の自立的な健康管理の概念に即し、しかも国家的EHRのよう

な維持コストはかからず、皆保険制度下のフリーアクセスとプライバシーが担保され

る仕組み」がいくつか提案され始めてきた 59 )。この考え方は、まず、診療時の検査・

処方データ、サマリなど健康管理の上で重要なデータについては、医療機関が患者の

希望に応じて電子ファイルとして医療情報を提供する。患者は、自宅のパソコンで管

理するか、自分で選んだ「医療・健康データバンク」に電子データを預けて管理する

かを自由に選択できる。運用上は、受診した医療機関に患者が委任しておくことによ

って、診療のたびにデータを受け取って預けるという手間を省くことが可能になる（図

3-3-5）。 
 

                                                 
59) 日本医師会雑誌第 135 巻・第 9 号 2000～2004 頁「電子カルテの問題点と今後の展望、行政へ望む

こと」大江和彦, IT 戦略本部「重点計画 2007」国民視点の社会保障サービスの実現に向けての電子私書

箱（仮称）の創設, 2007 年 7 月, http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/070726honbun.pdf 
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図 3-3-5 医療・健康データバンクと地域医療連携の例 

  
乳幼児や慢性疾患、術後の患者などでは、医療機関や健診機関からの情報だけでな

く、薬をいつ、どれだけ飲んだか、市販薬は何を飲んだか、食事や日常生活でどのよ

うな問題があったかということなど、本人や家族にしか分からない情報も家庭で記録

できると良い。携帯電話やデジタルカメラの普及が進んだことで、ビジュアルな記録

も可能となった。こういった情報をもとに、「医療・健康データバンク」のサービスと

しては、医療機関にかかるべきかどうかの評価、受診をスムーズに行うための情報の

サマライズ、など専門家による情報の加工が必要になると予想できる。 
ただし、医療データは究極のプライバシーとも言える個人情報である。目的外使用

について厳しく禁じたとしても、生命保険や融資などと直結しやすい民間事業者に預

けることには不安を感じる。したがって、「医療・健康データバンク」や IT 戦略本部

の言う医療・年金・介護の情報を預ける「電子私書箱（仮称）」などの運営にあたって

は、これまで地域医療を担ってきた専門家である医師会や医療機関を含めて制度設計

を進めていく必要がある。 

 87



４．医療における財源と税制の課題 

 

（１）後期高齢者医療制度における財源 

 

１）後期高齢者医療制度の財源構成 

2008 年度に施行される後期高齢者医療制度の財源構成（以下、厚生労働省案）は、

患者一部負担が医療費の原則 1 割であり、給付費（患者一部負担を除く）に対して、

公費負担約 5 割（対医療費では約 4.5 割）、保険料 1 割、現役世代からの後期高齢者支

援金約 4 割となっている。 
厚生労働省案では、そもそも医療費が過大に予測されがちなこともあり、2015 年度

の必要公費は後期高齢者だけで 7 兆円弱と推計されている（表 3-4-1）。 
これに対して、日本医師会は、後期高齢者は疾病が発症するリスクが高く保険原理

が働きにくいことから、「保障」の理念の下で支えるべきであるとし、医療費に対して

公費を 9 割投入することを主張している（詳しくは「グランドデザイン 2007 総論」

参照）。 
現在、公費は一般医療保険にも投入されているが、日本医師会は、公費はすべて後

期高齢者に集中させること、そしてその代わりに一般医療保険の後期高齢者支援金を

廃止するという財源案を示している。これにより、後期高齢者への公費を 9 割に引き

上げても、公費の必要金額はほとんど増加しないと見込まれる。 
 

（単位：兆円）

国 都道府県 市町村

2008年度 11.4 10.3 4.7 3.1 0.8 0.8

2015年度 16 14.4 6.6 4.4 1.1 1.1

2025年度 25 22.5 10.4 6.9 1.7 1.7

*厚生労働省資料をもとに日医総研が推計

公費の内訳

表3-4-1　後期高齢者にかかわる公費負担　－厚生労働省の医療費推計にもとづく場合－

老人医療費 給付費 公費
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２）消費税の使途 

現在、消費税の税収（地方交付税分を除く国分）は、一般会計予算総則において、

基礎年金、老人医療、介護の国庫分に充てることとされている。しかし、2007 年度当

初予算ベースでは、消費税（国分）が 7.5兆円であるのに対し、基礎年金 6.6兆円（88％）、

老人医療 4.2 兆円（56％）、介護 1.9 兆円（25％）、合計 12.8 兆円（171％）であり、 
消費税財源は 5.3 兆円不足している（図 3-4-160 )）。 

（兆円）

（交付税分除き） （交付税交付金除き）

（参考）

　 一般会計歳入計 82.9
租税収入 53.5
 ・所得税収 16.5
 ・法人税収 16.3
 ・消費税収 10.6 （a）
公債金 25.4
 ・特例公債金 20.2

消費税収（国＋地方） 13.3
　  ・消費税 10.6 （a）

 ・地方消費税 2.6 （ｂ）

↓

地方交付税調整後

・国 　：（a）－（（a）×29.5％）＝7.5
・地方：（b）＋（（a）×29.5％）＝5.8

*財務省ホームページより

図3-4-1 消費税の使途（2007年度予算）

歳入 歳出

基礎年金　6.6

老人医療　4.2

介護　　　　1.9

消費税分
（国分）

7.5

スキマ
5.3

その他 その他

12.8

 
 
現在、第 1 章で述べたような医師不足、医療提供体制の維持・確保のため安定的財

源が希求されている。そのため、消費税を含む税制の抜本改革の議論が起きている。 
しかし、日本医師会としては、「グランドデザイン 2007 総論」でも述べたとおり、

社会保障費、特に医療費財源の確保にむけては、連結国家財政の剰余金の充当、保険

料率の公平化などをすべきであり、消費税率の引き上げは最終手段であると主張して

いる。ただし、仮に消費税率が引き上げられるような事態になった場合には、当然、

後期高齢者医療制度をはじめとする社会保障の財源に充当されるべきものである。 
 

                                                 
60) 財務省ホームページ http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/122.htm 
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３）社会保障財源としての消費税 

 
① 消費税の社会保障目的税化のメリットとデメリット 

消費税の社会保障目的税化の議論が高まってきている中で 61 )、現行でも一般会計予

算総則で「福祉目的化」されている消費税は、高齢社会における社会保障給付との関

係の中でより財源としての重要性を高めていくと考えられる。 
消費税の社会保障目的税化にはメリットとデメリットがある。 
メリットは、世代間格差が是正できることや、景気に左右されにくい安定的な社会

保障財源を確保できることである。財政健全化との両立の観点からも、消費税は社会

保障財源として望ましいと言える。 
一方、デメリットは、社会保障を使途とするとはいえ、消費税を目的税化すること

は、特定財源の経験から、社会保障費が既得権益化し財政が硬直化する、つまり特定

財源に合わせて新たに事業を起こし支出してしまう、という運営になってしまうおそ

れがあることである。 
 

② 消費税の社会保障財源化 

消費税を社会保障のためとはいえ、特定の使途に限って財源化することには、過去

の特定財源の経験から既得権益化の懸念もあるので、財源化する際には、社会保障財

政の支出と財源負担について透明性と納得性のある仕組みを明確に埋め込んでおく必

要がある。たとえば、社会保障給付の公費負担は、原則として予定されている消費税

収の範囲内とし、不足した場合は財源を公債に依存するのではなく、消費税率を必ず

引き上げることで対応する、とのルールを事前に確立する。 
そうすることで、社会保障給付の公費負担は消費税の負担なくしては行えないこと

となり、給付の増加に伴う消費税率の引上げに際しては、その給付水準の妥当性を国

民にしっかりと説明して増税に同意を得てから行う、という財政規律が生まれるので

ある。 
 消費税を社会保障財源に充てることの真の意義は、社会保障給付費の国民負担額     

を想定し、これをまかなえる消費税の規模を明確に示し、国民に負担を求めるという

ことにある。 
このように、消費税の増収分を繰り入れるための社会保障特別会計を新設するので

はなく、実質的に消費税増収分を社会保障財源に充てる方法もある。これを「社会保

                                                 
61) 2006 年 6 月 16 日、谷垣禎一財務大臣（当時）が記者会見で「歳出改革を徹底した上で、なお必要

な負担増を国民にお願いするという時には、消費税を社会保障のための安定的な財源と位置づけて、国

民への給付に充てるというということによって、国民の理解と納得を得るということが望ましいのでは

ないかと考えている次第でございます。これによって、財源なくして給付なしということを明確に示す

ことができればと思います」と、発言している。 
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障目的化」あるいは「社会保障財源化」というが、これにより、社会保障目的税化に

おけるデメリットを和らげつつ、その趣旨を最大限反映することができる。 
 

４）後期高齢者医療制度の公費負担財源としての消費税 

後期高齢者医療制度の厚生労働省案は、一般医療保険制度からの後期高齢者支援金

や公費負担により、事実上所得再配分を行う仕組みが想定されている。公費負担は税

財源、後期高齢者支援金は主として勤労世帯が負担した保険料を財源としている。 
日本医師会の、「給付費に対して公費 9 割」案は、保険機能と所得再配分機能を考

慮した財源構成、つまり、所得再分配が必要な部分については、保険料財源ではなく

税財源（公費負担）によってまかなうものであり、機能分化を図っている。 
また日本医師会案は、一般医療保険には公費を投入せず、給付費は保険料でまかな

う考え方である。一般世代は相対的に疾病リスクが低いので、給付費を保険料財源で

まかなうことも十分可能である上、保険機能をより明確にすることも期待される。 
このように、後期高齢者に税財源を集中投入することは、機能分化の上からも望ま

しい。そのための財源は、今後消費税率が引き上げられる場合には、その増収部分を

優先的に充当することが妥当であろう。 
 

（２）医業経営における控除対象外消費税の問題 

消費税は、医療機関に不合理な税負担である「控除対象外消費税」を強いている。

消費税について議論する際には、財源論と併せてその負担の解消という視座を持たな

くてはならない。 

医療機関別の控除対象外消費税の発生状況は表 3-4-2 のとおりである。私立医科大

学病院では、１施設当たり１年間に 366.6 百万円の負担が発生しており、この負担は、

社会保険診療等収入の 2.7％に相当する。自治体病院や医師会病院においても、また、

診療所においても、控除対象外消費税負担額は、いずれも１施設当たり社会保険診療

等収入の 2％以上に相当する。 
「消費税は最終消費者が負担し、それを事業者が預かって納める」という消費税本

来のあり方に照らし、控除対象外消費税が生じない仕組みに戻すことが、消費税論議

の中では不可欠である。 
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種類
調査

客体数

控除対象

外消費税

総額

（億円）

対社会保

険診療等

収入

（％）

１施設当り

の控除対

象外消費

税額

（百万円）

調査

年度
備　　考

私立医科大学病院
*1） 78 286.0 2.7 366.6 2005 日本私立医科大学協会調査

自治体病院
*2） 12 26.8 2.8 223.5 2005 自治体病院資料

医師会立病院 52 26.6 2.2 51.1 2005 2006年度日本医師会調査

無床診療所 1,020 20.7 2.2 2.0 2004 2005年度日本医師会調査

有床診療所 270 11.7 2.0 4.3 2004 2005年度日本医師会調査

*1）私立医科大学数29

*2）自治体数１

表3-4-2　控除対象外消費税の発生状況

  
政府は、社会保険診療に対応する控除対象外消費税については、診療報酬によって

手当てするという考え方にもとづき、1989 年の消費税導入時に 0.76％（本体＋薬価）、

1997 年の消費税率引き上げ時に 0.77％（本体＋薬価＋特定保険医療材料）の診療報

酬改定を行っており、計 1.53％（本体のみでは 0.43％）を補てん済であるとしている。

しかし、その後、度重なる診療報酬改定の中で診療報酬項目が包括化されるなどして、

消費税上乗せ分が現在では不明確になっている項目もあるなど（図 3-4-2）、適切に補

てんされているとは言えない状況である。 
 

①その後、改定で包括されてしまった点数項目： 
　入院時基本診療料　基準寝具加算　　　　　　   【1989年：   ＋1点】 

②その後、改定で下げられてしまった点数項目： 
　血漿蛋白免疫学的検査　Ｃ反応性蛋白（定量） 【1989年：   ＋5点】 

③その後、改定で無くなってしまった点数項目： 
　注射料　点滴回路加算　　　　　　　　　　　　　　　　　 【1989年：   ＋1点】

④もともと消費税と全く関係のない点数項目： 
　マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔　  【1997年：＋300点】 

図3-4-2 1989年及び1997年に改定された代表的な診療報酬点数項目

 

 
 消費税率が引き上げられれば、医療機関の大小を問わず控除対象外消費税の負担は

より重くなる。控除対象外消費税が医療機関の経営の悪化を招く可能性すらあり、そ

れは地域医療を崩壊の危機にさらす。その意味からも重大な問題である。 
地域医療を充実させ国民の健康を守っていくためには、早急に消費税の仕組みを控

除対象外消費税が発生しない仕組みに改める必要がある。そのためには、現在非課税

となっている社会保険診療をいったん「課税」にしなくてはならない。同時に、「課税」
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とはいえ、患者負担は軽減されるべきであるので、当然一般の税率（5％）とは区別

されなければならない。 
日本医師会は毎年、「社会保険診療報酬等に対する消費税の非課税制度をゼロ税率な

いし軽減税率による課税制度に改めるべき」という税制改正要望を行っている。 
なお、1997 年度の税制改正大綱ならびに 1997 年 2 月の中医協答申付帯事項におい

ても、今後、消費税を含む税体系の見直しが行われる場合には、社会保険診療報酬に

対する消費税非課税措置に関して、そのあり方について検討する旨が明記されている。 
日本医師会は、患者負担増を抑えることを第一に配慮した上で、控除対象外消費税

の議論を深め、多くの関係者の理解を得ながら、この問題の解決に向けて取り組んで

いく。 
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