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2008 年 10 月 29 日 

社団法人 日本医師会 

 

社会保障国民会議 サービス保障（医療・介護・福祉）分科会における 

医療・介護費用のシミュレーションについて 

 

 

 

去る 10 月 23 日、社会保障国民会議 サービス保障（医療・介護・福祉）分

科会で、2025 年の医療・介護費用のシミュレーションが提示された。それによ

ると、2025 年の医療・介護費用は、現状を延伸した場合でも 85 兆円程度、高

度急性期、一般急性期など機能分化を進め、在宅介護等を強化した場合には 92

～94 兆円程度と推計されている。 

シミュレーション結果、および同会議の最終報告とりまとめに向けての日本医

師会の見解は以下のとおりである。 

 

 

１．会議およびシミュレーション結果の位置づけについて 

 

（１）社会保障国民会議の開催は、福田前総理の指示により、2008 年 1 月 25

日に閣議決定されたものであり、福田前総理の退陣表明後は、開催の見通し

が立たなかった時期もある。麻生総理に引き継がれ、今月末に最終報告をと

りまとめる見通しとなったが、政府内で、最終報告がどのように位置づけら

れるのか、今後の推移を冷静に見守りたい。 

 

（２）現時点では、社会保障国民会議の最終報告で、医療・介護費用シミュレ

ーションがどのように位置づけられるのかも決まっていないため、シミュレ

ーション結果については、淡々と受け止めるにとどめたい。 
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２．最終報告とりまとめに向けて 

 

シミュレーションの前提および結果には、特に以下の問題があり、最終報告

とりまとめに向けて再検討を要求する。 

 

（１）社会保障国民会議の中間報告（2008 年 6 月 19 日）では、「選択と集中」

の考え方に基づき、構造改革を進めるとある。このことから、シミュレーシ

ョン結果は医療費の増加を示しているものの、医療機関の淘汰が前提とされ

ていると考えられ、医療費の全体的な引き上げが保証されたものでない。す

でに、医療資源、特に人的資源を確保できない地方の中小病院が閉鎖されて

いる実態であり、地域医療を守るため、まず医療費の全的な底上げを要求す

る。 

 

（２）診療所関連の費用は、現状では医療・介護費用の 32％であり、この比率

は 2025 年も変わらないと推計されている。しかし、外来中心から在宅医療

中心へと機能転換を求められており、診療所のあり様は、大きな変容を迫ら

れることになる。また、シミュレーションでは「有床診療所」の今後の位置

づけについて、一切触れられていないが、身近な医療機関として、診療所が

果たしてきた機能をきちんと評価すべきである。 

 

（３）診療所については「主治医機能の強化」も示されている。厚生労働省が

示す「総合医」「総合科」構想と結びつく懸念もあるが、住民、患者のフリ

ーアクセスを阻害することがあってはならない。 
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３．医療・介護費用のシミュレーション結果について 

 

医療費は、これまでも国により過大に見積もられては抑制されることの繰り返

しであった。今回の医療費を増加させるというシミュレーション結果は、国民、

患者、医療関係者に希望を与える反面、財政当局に医療費増加の危機感を与え、

かえって医療費の抑制が強められることになりかねない。今回のシミュレーシ

ョン結果が、医療費抑制のツールとならないよう注視したい。 

 

 

４．医療、介護のあるべき姿に向けて 

 

10 月 23 日の分科会資料には、改革を実際に行なう場合には「具体的な改革の

道筋（工程表）を明らかに」するとある。工程表作成の作業は、厚生労働省が

行なうことになるかと推察されるが、国にとって都合のよい内容が優先的に進

められないよう監視したい。 

また、今回のシミュレーションにいたるまで、分科会は７回しか開催されてお

らず、医療、介護のあるべき姿について、十分な議論が尽くされたとは言えず、

国民会議の事務局がまとめた資料にもあるように「大胆な仮定」であるに過ぎ

ない。分科会でも、事務局から医師不足などの諸問題がクリアされた上での前

提であると説明があった。 

現在、厳しい医療費抑制が進められており、そのために医療崩壊が現実化して

いる。国は、医療費抑制政策を撤回し、その上で、国民の合意が得られるまで、

医療、介護のあるべき姿を練り直す必要がある。 
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サービス提供体制改革の考え方（2025年）

*社会保障国民会議 サービス保障（医療・介護・福祉）分科会（2008年9月9日）資料

「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護費用のシミュレーションの前提について」から再構成して図示

一般病床
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療養病床（医療療養）
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介護施設
（介護療養含む）

84→169
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36
長期療養（医療療養）
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介護施設
149

居住系 68
在宅介護 429

一般急性期
34

現状投影 ケースA 改革ケースB1,B2 改革ケースB3

社会保障国民会議・サービス保障（医療・介護・福祉）分科会の医療・介護費用のシ
ミュレーションでは、以下のようなケースが設定されている。改革ケースは、急性期の機
能分化を進め、在宅介護等を強化する内容である。

（単位は万人／日）
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医療・介護提供体制の現状と将来増（イメージ図）続

病 院

診療所
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外来・往診

訪問診療、看取り

主治医機能
の強化

診療所については、在宅医療へのシフトが求められている。また、唐突に「主治医機能」
という言葉が出てきているが、「アクセス制限」による医療費抑制を意図しているのであれ
ば、非常に問題である。

*社会保障国民会議 サービス保障（医療・介護・福祉）分科会（2008年9月9日）資料

「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護費用のシミュレーションの前提について」から再構成して図示
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マンパワーの必要量のシミュレーション

現状（2007年）

医師 27.5万人 32.9万人 31.7万人 32.1万人 32.7万人

～ 34.3万人 ～ 33.1万人 ～ 33.5万人 ～ 34.1万人

看護職員 132.2万人 169.6万人 179.7万人 194.7万人 198.0万人

～ 176.7万人 ～ 187.2万人 ～ 202.9万人 ～ 206.4万人

介護職員 117.2万人 211.7万人 250.1万人 255.2万人 255.2万人

医療その他職員 78.1万人 83.4万人 94.5万人 108.1万人 109.6万人

～ 87.6万人 ～ 99.1万人 ～ 113.5万人 ～ 115.1万人

介護その他職員 30.0万人 53.5万人 71.8万人 73.6万人 73.6万人

合計 385.0万人 551.1万人 627.8万人 663.7万人 669.1万人

～ 563.8万人 ～ 641.3万人 ～ 678.7万人 ～ 684.4万人

2025年

Ａシナリオ Ｂ１シナリオ Ｂ２シナリオ Ｂ３シナリオ

*社会保障国民会議 サービス保障（医療・介護・福祉）分科会（2008年10月23日）資料
「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護費用のシミュレーション（本体資料）」から抜粋

医師数は、現状の27.5万人から、2025年には最大で34万人と推計されている。34万人は、医師養
成数を約1.2倍にした場合に達成できる医師数であり、「『安心と希望の医療確保ビジョン』具体化に
関する検討会」が示した医師養成数1.5倍とは、整合性がとれていない。
コ・メディカルについては、改革シナリオ（Ｂシナリオ）では、大幅増を前提しており、2025年の従事

者数は最大で684万人と推計されている。
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医療・介護サービスごとの単価のシミュレーション

現状（2007年）

Ａシナリオ Ｂ１シナリオ Ｂ２シナリオ Ｂ３シナリオ

約170万円/月 約200万円/月

約105万円/月 約111万円/月 約111万円/月

約50万円/月 約50万円/月 約56万円/月 約56万円/月 約56万円/月

特養 約29万円/月 約29万円/月 約31万円/月 約31万円/月 約31万円/月
老健 約29万円/月 約30万円/月 約31万円/月 約31万円/月 約31万円/月

特定施設 約18万円/月 約18万円/月 約18万円/月 約18万円/月 約18万円/月
グループホーム 約27万円/月 約27万円/月 約27万円/月 約27万円/月 約27万円/月

約10万円/月 約10万円/月 約16万円/月 約16万円/月 約16万円/月

外来等 約0.8～1.5万円/日 約0.8～1.5万円/日 約0.9～1.5万円/日 約0.9～1.5万円/日 約0.9～1.5万円/日

訪問診療対象者等 約20万円/月 約20万円/月 約20万円/月 約20万円/月 約20万円/月

2025年

介護施設

居住系

外来・在宅医療

高度：約230万円/月
一般：約180万円/月

急性期

亜急性期・回復期等

長期療養（医療療養）

在宅介護

【一般病床】
約110万円/月

【一般病床】
約110万円/月

※各単価は静態価格（2007年価格）である

一般病床の単価は、現状は約110万円／月であるが、2025年は、B3シナリオで、高度急性期を約
230万円／月、一般急性期を約180万円／月にする前提である。

一方、外来、訪問診療等については、単価はほぼ横ばいで据え置かれている。

*社会保障国民会議 サービス保障（医療・介護・福祉）分科会（2008年10月23日）資料
「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護費用のシミュレーション（本体資料）」から抜粋
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医療・介護サービス費用のシミュレーション

（経済前提Ⅱ-１の場合）

Ａシナリオ Ｂ１シナリオ Ｂ２シナリオ Ｂ３シナリオ

対ＧＤＰ比 7.9％程度 10.8～10.9％程度 11.6～11.9％程度 11.6～11.9％程度 11.7～12.0％程度

対ＮＩ比 10.7％程度 14.7～14.8％程度 15.8～16.2％程度 15.7～16.1％程度 15.9～16.3％程度

名目額 41兆円程度 85兆円程度 91～93兆円程度 91～93兆円程度 92～94兆円程度

対ＧＤＰ比 6.5％程度 8.4～8.5％程度 8.6～8.9％程度 8.5～8.8％程度 8.6～8.9％程度

対ＮＩ比 8.9％程度 11.5％程度 11.7～12.1％程度 11.6～12.0％程度 11.8～12.2％程度

名目額 34兆円程度 66～67兆円程度 68～70兆円程度 67～69兆円程度 68～70兆円程度

対ＧＤＰ比 1.3％程度 2.4％程度 3.0％程度 3.0％程度 3.0％程度

対ＮＩ比 1.8％程度 3.2％程度 4.0％程度 4.1％程度 4.1％程度

名目額 7兆円程度 19兆円程度 23兆円程度 24兆円程度 24兆円程度

2025年

医療

介護

現状
（2007年）

医療＋介護

総括表

2025年の医療・介護費用は、現状の医療・介護提供体制から延伸したAシナリオでは85兆円程度、
最大は機能分化を進めるB3シナリオで92～94兆円程度である。
現状延伸のＡシナリオでも、医療・介護費の対ＧＤＰは10％を超えるが、医療・介護費が仮に上昇し

た場合、さらにＧＤＰを引き上げる可能性もある。その面でも、対ＧＤＰ比は参考値として認識するに
止めたい。

【参考】「OECD Health Data」の対GDP総医療費は、医療・介護費のほか、予防・公衆衛生サービス費、医療管理・医療保険のコスト等を含む

*社会保障国民会議 サービス保障（医療・介護・福祉）分科会（2008年10月23日）資料
「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護費用のシミュレーション（本体資料）」から抜粋
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医療・介護用にみるサービス構造の変化（B2シナリオ、経済前提Ⅱ－１の場合）
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41兆円（100%）

91兆円（100%）
93兆円（100%）

【外来・訪問診療等】

　　　　　　　　20兆円（50%）

　（再掲）

　・病院関連　7兆円（18%）

　・診療所関連13兆円（32%)

【外来・訪問診療等】

　　　　　　　　35兆円（38%）

　（再掲）

　・病院関連　6兆円（7%）

　・診療所関連29兆円（32%)

【外来・訪問診療等】

　　　　　　　　36兆円（39%）

　（再掲）

　・病院関連　6兆円（7%）

　・診療所関連30兆円（32%)

（兆円）

診療所関連費用の構成は32％で将来も変わらないとされているが、そもそも現状の13
兆円は介護費も含んでいる（医科診療所のみでは2006年度8兆円*1） ）。将来はさらに在

宅医療へのシフトが求められており、外来診療の縮小が懸念される。

*1）厚生労働省「平成１８年度国民医療費の概況」

*社会保障国民会議 サービス保障（医療・介護・福祉）分科会（2008年10月23日）資料
「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護費用のシミュレーション（本体資料）」から抜粋


