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１．後期高齢者医療制度の基本的スキーム

後期高齢者医療制度の基本的スキーム（日本医師会案）

目的
国民が「格差」に苦しむことなく、安心して高齢期を迎えることができるよう、公
平な医療を受けられることを約束する。

理念
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上、保険料、
患者一部負担は後期高齢者にとって大きな負担になる。後期高齢者が所得格
差の不安なく過ごせるよう、国は「保障」の理念の下で支えるべきである。

財源
医療費に対して、公費９割、後期高齢者の保険料・患者一部負担１割。

診療報酬
外来は出来高払い。入院も原則出来高払いとし、慢性期の一部のみ選択制の
包括払いとする。都道府県単位の特例診療報酬の設定は認めない。

日本医師会「グランドデザイン2007－国民が安心できる最善の医療を目指して－総論」（2007年3月）より要約

日本医師会は、2008年4月に創設される後期高齢者医療制度については、あくまで

スタートラインと位置づけ、あるべき姿について以下のように提案する。
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２．後期高齢者の特性

（１）身体的には、後期高齢者は、加齢による免疫力や自然治癒力の減退のため、
全身の一般状態が急速に低下しやすい。同時期に複数の疾患にかかったり、
認知症、廃用症候群（筋萎縮、関節拘縮、褥瘡など）等にもかかりやすい。

（２）世帯環境的には、後期高齢者の約3分の1は、「独居」またはいわゆる「老々世

帯」での暮らしであり、現在の在宅偏重の政策は危険を伴う。
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*総務省「国勢調査」から作成。四捨五入差があるため内訳と合計が合わないところがある。
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３．後期高齢者のための医療および医療提供体制

日本医師会は、高齢者の尊厳を守り、生活を支えることを基
本とする以下の３つの考え方を示す。

（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）地域の中で健やかに老いを支える医療
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（１）「かかりつけの医師」および「かかりつけ医機能」の充実

なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な
時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる
「地域医療、保健、福祉を担う幅広い能力を有する医師」

厚生労働省の「総合科医構想」とはまったく異なり、これは断じて認められない。

「かかりつけの医師」の定義

高齢者の医療は、生命を守るだけでなく、生活を支援するサービスの一環
としてとらえるべきである。

地域住民を誕生から、介護、看取りまで、幅広く包み込んで支える役割。
地域で、長期にわたって医療の提供を継続し、診療時間外も含めて住民
それぞれのライフステージにかかわる医師が自主的に担う。
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厚生労働省「総合科医構想」の問題点

総合科の
問題点

－「初期診療を総合科医」とするようなこと
は、患者から医療機関を自由に選択でき
る権利を奪う。

－すべての医師が総合科医になるわけで
はない。地域によっては総合科医が不足
したり、その結果、患者が初期診療を受
けづらくなったりし、格差が生じるおそれも
ある。

－新たな認定制度を設置するこ
とで、官僚の権益が拡大する。

－地域医療提供体制全体の
管理統制にもつながる。

総合科医
の問題点
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日本の公的医療保険制度のすぐれた特徴は、「国民皆保険体制」、「現物
給付」、「フリーアクセス 」である。「総合科医構想」は、このうちの「フリーアク

セス」（いつでも、どこでも、誰でも）を揺るがすものである。
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（２）「高齢者は在宅へ」という流れの是正

① 療養病床の維持

厚生労働省は、療養病床の削減を進めている。しかし、患者
実態から見れば、療養病床の患者も医療の必要度は高い。

さらなる高齢化が進展するなか、療養病床は削減ではなく、
むしろ維持し、患者を守っていかなければならない。

② 有床診療所の活用

地域住民にとって身近な有床診療所は、後期高齢者の地域
での生活を支える十分な機能を持つ。長期入院の場としては
もちろん、ショートステイ、終末期医療の場、小規模多機能型
居宅介護への活用なども検討課題である。
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必要療養病床数の粗い推計
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*四捨五入差があるため、内訳と合計が一致しないところがある

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

（万床）

医療難民
11万人

介護難民
最大15万人?

厚生労働省
医療区分１は
「社会的入院」

としている

日本医師会調査によると、医療区分１の約2割は
医学的管理・処置が必要

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

ある。むしろ、現在の療養病床は維持されなければならない。

新たな介護施
設等が整備さ
れない場合
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2006年度の診療報酬改定によって、在宅療養支援診療所が

導入されたが、これを算定すると患者負担増につながるため、
現場では機能させにくいという問題がある。一方で、在宅療養
支援診療所の届出をしていないと、それまで在宅医療に取り組
んでいても、「看取り」が十分評価されないという不整合もある。

高齢者の尊厳を守り、高齢者が安心して生活できるようにする
ためには、高齢者の意思で多様な医療が選択できるようにしな
ければならない。

在宅療養支援診療所にみられるように、施設基準で医療機関
を実質的に制限し、それ以外の医療機関が行った適正な医療
が評価されないようなことがあってはならない。在宅でも入院
（療養病床、一般病床）でも、さらには外来でも、提供された医
療を適正に評価する診療報酬上の仕組みが求められる。

（３） 多様な医療の選択肢の提示
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４．後期高齢者医療の診療報酬体系

医療に制限が加えられることのないよう、基本的に、外来および入院の急
性期は出来高払いとする。

ただし、入院の慢性期治療のみは、コストに見合った点数が設定されれば、
病態が安定的に経過することも多いため、選択制（包括払いとするかどうか
は医療機関が選択する）の一部包括払いもあり得る。

外 来

入 院

急性期

慢性期の
急性増悪

慢性期

出来高払い

医療の必要性や患者特性を
踏まえた一部包括払い（選
択制）

現状は「医療区分１」およびADL区分が評価

されていない

現状のDPCは廃止し、特定機能病院には

新たな報酬体系（包括払い）を設定
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個別に評価すべき項目
１．「かかりつけの医師」を中心とした地域医療

「かかりつけの医師」には、幅広い活動が求められ、多様な医療連携が要求
される。まず、医療連携の機能（相談機能、紹介機能、在宅療養支援診療所と
後方支援医療機関との連携など）を評価する。さらに医療の継続性を保障す
るため、地域ですでに築き上げられてきた「かかりつけの医師」（主として診療
所医師）の地域医療活動全般の評価も重要である。

２．医療の必要な患者のための長期入院の場（療養病床）
厚生労働省が「社会的入院」とみなしている「医療区分１」（医療の必要性が

低い）の患者の中にも、医療処置の必要な患者は少なくない。「医療区分１」を
再評価する必要がある。また現状では、ＡＤＬ区分（自立度。これによってケア
時間や医療処置の時間が大きく異なる）が評価されていないが、これも評価す
べきである。なお、病態が不安定であることにも考慮する必要がある。

３．介護施設における医療
療養病床から老人保健施設への転換が進められようとしているが、介護保

険下の老人保健施設では、医療が必ずしも適正に評価されていない。必要な
医療は、医療保険の下で適正に評価され、十分に提供されるべきである。
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療養病床再編についての主張
１．「平成18年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査」中間報告では、「医

療区分１に関して入院医療を必要としないという政策判断がなされ、診療報酬に
ついてもコストに見合わない点数が設定されている」と記載され、コストとは無関
係に、政策判断のみから療養病床が削減されようとしていることを認めている。

２．療養病床においては医療区分１の政策判断が間違っており、見直しを求める。

（１）医療区分１は、医師の指示見直しは少ないものの、医療処置（経管栄養、胃
瘻、喀痰吸引等）を受けており、「医療の必要性がない」すなわち、入院医療の
必要がないというのは間違いである。

（２）現在の介護施設、在宅医療体制は、療養病床の医療の必要な患者の受け
皿になることは困難である。したがって、特に、医療区分１については、コスト
に見合う点数設定が必要である。

（３）それによって必要な療養病床を維持し、患者を守っていかなければならない。



社団法人 日本医師会 13

中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・慢性期入院医療の包括評価調査分科会
「平成18年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査報告書」（2007年8月）より

療養病床における現状の診療報酬上の問題点

※ ： 認知機能障害加算

1225※／
1220ADL区分１

764
ADL区分２ 1740

１3４４
885ADL区分３

医療区分３医療区分２医療区分１

〈療養病棟入院基本料２（診療報酬）〉

17,35119,59417,20916,024全体

15,97114,986
15,48217,194

15,974（認）15,127（認）
ADL区分１

17,10819,47917,41816,355ADL区分２

17,94419,82817,47916,875ADL区分３

全体医療区分３医療区分２医療区分１

〈患者1人1日当たり費用（含食事療養費〉〉

141.3184.0139.6112.9全体

105.684.9
97.0120.0

106.3（認）90.8（認）
ADL区分１

136.0180.3139.4118.9ADL区分２

161.7190.4150.7141.3ADL区分３

全体医療区分３医療区分２医療区分１

〈ケア時間〉

30.851.829.315.5全体

16.610.3
13.320.2

10.7（認）10.4（認）
ADL区分１

18.536.217.812.6ADL区分２

43.758.239.026.4ADL区分３

全体医療区分３医療区分２医療区分１

〈医療処置時間〉

食事療養費は外数:192点

医療区分１の報酬はケア時間、処置時間、コストと見合っていない

単位：分 単位：分

単位：円 単位：点
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療養病床再編の問題－患者の立場から－

医療療養病床*1）

224.2千床

新たな介護
施設等*1）

134.4千床

老人保健施設*2）

317.1千人

必要性
675.8
千床

老人保健施設*4）

306.0千人

現 状
672.6
千床

現在（2007年）の姿

療養病床（医療＋介護）*3）

366.6千床
3.23.2

千人千人

*1）（社）日本医師会「『療養病床の再編に関する緊急調査』報告」（2006年10月）ほかから、医療の必要性を把握した上で推計。詳しくは、（社）日本医
師会「グランドデザイン2007－国民が安心できる最善の医療を目指して－総論」参照。
*2）制度改革前（2005年度）の老人保健施設の必要性が今後も変わらないとして65歳以上人口に比例させて延伸。
*3）厚生労働省「医療施設動態調査」より、2007年4月分概数。
*4）厚生労働省「介護給付費実態調査月報」より、2007年5月審査分の受給者数。

本来の必要性からいえば、すでに3千人以上の高齢者が医療難民・介護難

民となっているものと推察される。

注：本資料は、9月14日の社会保障審議会医療部会に提出したものに、現状の有床診療所の療養病床数を加えて再計算
したものである。


