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1. 進め方についての問題点 
 

2011年 1月 26日、規制・制度改革に関する分科会が、「規制・制度改革に関

する分科会中間とりまとめ（案）」を発表した。これについて、日本医師会は 2

月 16 日の定例記者会見において、規制改革項目のほとんどは、国の審議会等

で慎重に議論、検討されていることを指摘し、厚生労働省が、医療現場および

審議会等の意見を十分尊重して、協議を進めていくよう要望した。 

 

2011年 4月 8日、政府は「規制・制度改革に係る方針」（ライフイノベーシ

ョン分野 19項目）を閣議決定した。これを受けて日本医師会は、4月 13日の

定例記者会見で、「東日本大震災の混乱はいまだおさまらず、ようやく復興にむ

けた動きが始まった中、行政刷新会議が会議も開かず、検討過程も公表せずに

今回の方針をとりまとめ、閣議決定にいたったことは非常に遺憾」であること

を表明した。 

また、規制改革項目のほとんどは、国の審議会等で慎重に議論、検討されて

いるものであるにもかかわらず、政府がこれらの審議会等を尊重せずに、頭越

しに閣議決定を行なったことについても、あらためて非難した。 

 

2011年 7月 21日、「規制・制度改革に関する分科会第二次報告書」がとりま

とめられ、これを受けて 7月 22日、「規制・制度改革に係る追加方針」（以下、

追加方針）が閣議決定された。これは、日本医師会が再三指摘してきたように、

医療関係者他からなる審議会等の議論を踏まえたものではない。日本医師会は、

あらためて政府の独断的な進め方を非難せざるを得ない。 

 

さらに、今回閣議決定された「追加方針」の中には、社会保障・税一体改革

成案を踏まえて検討するとされている箇所がある。 

たとえば、高額療養費制度の見直しのところでは、負担軽減策については、

社会保障・税一体改革成案を踏まえ、検討するとある。 
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しかし、社会保障・税一体改革成案（2011年 6月 30日、政府・与党社会保

障改革検討本部決定）は、閣議報告（2011 年 7 月 1 日）されたに過ぎない。

今回は、成案の内容を踏まえるという閣議決定をしたわけであるが、これは社

会保障・税一体改革成案を間接的に閣議決定しようとするものであり、完全に

ルール違反である。日本医師会は、今回の政府の手法を厳しく非難する。 

 ホテルコスト・補足給付の適正化についても、社会保障・税一体改革成案を

踏まえて検討するとの記述がある。 

 



 

3 
社団法人 日本医師会（2011年 8月 3日 定例記者会見） 

表 1.1 規制・制度改革事項 

 

2011年 1月 26日 

中間とりまとめ（案） 

2011年 4月 8日 閣議決定 

「規制・制度改革に係る方針」 

2011年 7月 22日 閣議決定 

「規制・制度改革に係る追加方針」 

○1  地域主権の医療への転換  

○2  病床規制の見直し  

○1  地域医療計画における基準病床等

の見直し 

○3  医療法人の再生支援・合併における

諸規制の見直し 
○1  医療法人の再生支援・合併における

諸規制の見直し 

 

○4  医師不足解消のための教育規制改革 ○2  医師不足解消のための教育規制改革  

○5  救急救命士の職域拡大  ○2  救急救命士のニーズの把握 

○6  医療行為の無過失補償制度の導入 ○3  医療行為の無過失補償制度の導入  

○7  高額療養費制度の見直し  ○3  高額療養費制度の見直し 

○8  医療保険におけるリハビリの日数制

限の見直し 

 （合意にいたらず） 

○9  調剤基本料の一元化  （合意にいたらず） 

○10  IＣＤコーディングの改善と包括医

療用病名マスターの編集 

 （合意にいたらず） 

○11  広告規制の緩和  （合意にいたらず） 
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2011年 1月 26日 

中間とりまとめ（案） 

2011年 4月 8日 閣議決定 

「規制・制度改革に係る方針」 

2011年 7月 22日 閣議決定 

「規制・制度改革に係る追加方針」 

○12  希少疾病用医療機器の市場導入促進

に向けた制度の整備 

○4  希少疾病用医療機器の市場導入促進

に向けた制度の整備 

 

○13  医療機器の改良改善に係る一部変更

承認申請不要範囲の拡大 

○5  医療機器の改良改善に係る一部変更

承認申請不要範囲の拡大 

 

○14  医療機器における品目ごとのQMS 

調査制度の見直し 

○6  医療機器における品目ごとの QMS

調査制度の見直し 

 

○15  医薬品・医療機器の審査業務に係る

法的責任の明確化 

 （合意にいたらず） 

○16  医薬品・医療機器におけるイノベー

ションの適切な評価の実施 

○7  医薬品・医療機器におけるイノベー

ションの適切な評価の実施 

 

○17  一般用医薬品のインターネット等販

売規制の緩和 

 ○4  一般用医薬品のインターネット等

販売規制の見直し 

○18  施設・入所系サービスの再編 ○8  施設・入所系サービスの再編  

○19  居宅サービス事業所における統合サ

ービスの運営 

○9  居宅サービス事業所における統合サ

ービスの運営 

 

○20  地域における包括的サービスにおけ

る事業者間連携の柔軟化 

 ○5  地域における包括的サービスにお

ける事業者間連携の柔軟化 
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2011年 1月 26日 

中間とりまとめ（案） 

2011年 4月 8日 閣議決定 

「規制・制度改革に係る方針」 

2011年 7月 22日 閣議決定 

「規制・制度改革に係る追加方針」 

○21  ユニット型の介護老人保険３施設の

ユニット定員の緩和 

 （合意にいたらず） 

○22  特別養護老人ホームの医療体制の改

善 

○10  特別養護老人ホームの医療体制の改

善 

 

○23  ショートステイに係る基準の見直し  ○6  ショートステイに係る基準の見直

し 

○24  介護保険の指定を受けた事業所の二

次利用の解禁 

○11  介護保険の指定を受けた事業所の活

用 

 

○25  地域密着型利用の例外の適用及び認

知症対応型共同生活介護グループホ

ームへの住所地特例の適用 

 ○7  地域密着型サービス利用の例外の

適用の見直し 

○26  ホテルコスト・補足給付の適正化  ○8  ホテルコスト・補足給付の適正化 

○27  給付限度額を超えて利用する場合の

利用者負担の見直し 

○12  給付限度額を超えて利用する場合の

利用者負担の見直し 

 

○28  介護総量規制の緩和  （合意にいたらず） 

○29  「介護サービス情報の公表」制度の停

止 

○13  「介護サービス情報の公表」制度の

見直し 
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2011年 1月 26日 

中間とりまとめ（案） 

2011年 4月 8日 閣議決定 

「規制・制度改革に係る方針」 

2011年 7月 22日 閣議決定 

「規制・制度改革に係る追加方針」 

○30  訪問介護など居宅サービスにおける

基本様式の統一 

○14  訪問介護など居宅サービスにおける

運営基準等の解釈の標準化 

 

○31  障害者自立支援法の移動支援事業（地

域生活支援事業）を居宅介護事業者が

行う際の人員要件の見直し 

○15  障害者自立支援法の移動支援事

業（地域生活支援事業）を居宅介護事

業者が行う際の人員要件の見直し 

 

○32  チャレンジド（障がい者）の雇用・就

労促進のための柔軟な運用 

○16  障害者の雇用・就労促進のための多

様な働き方の支援策の強化 

 

○33  社会福祉法人以外の保育所運営事業

者の会計報告手続の簡素化 

 ○9  社会福祉法人以外の保育所運営事

業者の会計報告手続の簡素化 

○34  保育所運営費の使途制限の見直し  ○10  保育所運営費の使途制限の見直し 

○35  安心こども基金の補助対象範囲の拡

大 

○17  安心こども基金の補助対象範囲の拡

大等 

 

○36  保育士試験受験要件等の見直し  ○11  保育士試験受験要件等の見直し 

○37  放課後児童クラブの開所時間の延長 ○18  放課後児童クラブの開所時間の延長  

○38  駅中保育施設整備に係る規制緩和 ○19  駅中保育施設整備に係る規制緩和  

  ○12  訪問看護ステーションの開業要件

の見直し 

  ○13  医薬品及び医療機器の審査手続の見

直し 
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2. 規制・制度改革分科会の基本的考え方について 
 

2.1. 規制・制度改革分科会の考え方 
 

以下は、「中間とりまとめ（案）」（2011年 1月 26日 分科会報告）、「規制・

制度改革に関する分科会第二次報告書」（2011年7月21日 行政刷新会議報告、 

以下第二次報告書）に記載されている内容（いずれも同じ）である（閣議決定

された本文に記載されているものではない）。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「規制・制度改革に関する分科会第二次報告書」から抜粋 

 

ライフイノベーションWGにおける改革に向けた基本的考え方 

 

Ⅰ 社会保障改革の必要性・全分野横断的な方向性 

 

○ 高齢者医療制度と介護保険制度の一元化等も視野に入れ、医療制度と介護制

度を一体的に議論する必要がある。 

○ アジアの安心先進国としてモデルを示し、アジア地域の安心拡大のために貢

献していくことも重要。 

○ 大きな改革の方向を定めたら、細部に拘泥せずに実行に移すべき。 

 

Ⅱ 医療分野における制度改革の方向性 

 

○ 高度急性期医療等の集約化を進めると同時に、地域の医療資源の機能分化を

進めることで、一般病床の在院日数をさらに短期化する。 

○ 専門医とその一類型としての総合家庭医を制度として確立し、総合家庭医が

地域で一次的な診療と高度医療への振り分けを行う役割を担う。 

○ 医師以外の専門職も互いに協働・連携・自律し、それぞれの職域拡大とチ

ーム医療をさらに推進していくことが重要。また、中長期的には外国人人
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材の活用等も検討することが必要。 

○ 予防医療も含めて真に国民に必要な医療を整理し、公的保険の適用範囲を再

定義することが必要。 

○ 国際医療交流による外国人患者・従事者の受入れや研究レベルでの交流と国

際標準化を進める。 

○ セルフメディケーションのさらなる推進及び医療に関する国民への情報提

供の充実により、国民自らが健康管理していくことのコンセンサスを形成す

ることも重要。 

○ 医療とその周辺のサービスや商工業との連携を促進することで、新たな産業

の可能性を開き、地域の活性化を図ることが必要。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

2.2. 日本医師会の見解 
 

高齢者医療制度と介護保険制度の一元化 

高齢者医療制度改革会議の最終報告（2010年 12月 20日）では、「独立型

の後期高齢者医療制度を廃止し、75歳以上の方も現役世代と同様に国保か被用

者保険に加入する」という方向性を示した。しかし、今回の第二次報告書では、

高齢者医療と介護の「一元化」を打ち出しており、まったく整合性がとれてい

ない。そもそも、「一元化」の定義も明確ではない1。現在、医療保険は現物給

付、介護保険は現金給付であり、「一元化」には、制度上無理があることも理

解されていない。 

また、介護保険制度では、医療の混合診療にあたる保険・保険外サービスの

提供が認められ、民間企業も参入している。医療保険との「一元化」を通じて、

医療分野にも株式会社が参入し、これが糸口となって、混合診療が全面解禁さ

れ、ひいては国民皆保険の崩壊につながる危険性がある。 

 

                                            
1 日本医師会は、「一元化」は財政調整により財源面で一体的運用を図ること、「一本化」は制度としてひ
とつに統合することと定義している。 
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総合家庭医制度 

国民にとって身近で信頼できる医師の存在はきわめて重要である。日本医師

会も、2010年度に生涯教育制度を改正し、健康にかかわる幅広い問題について、

適切な初期対応と必要に応じた継続医療、専門医への紹介を全人的視点から提

供できる医師の養成に取り組んでいる。 

しかし、今回の第二次報告書で「専門医とその一類型としての総合家庭医を

制度として確立」するとしていることは問題である。総合的に診療できる医師

をあらためて制度として位置づけようとしているからである。新たな制度を創

設し、管理医療、医療費抑制を進めようという意図がうかがえる。その結果、

受診の場が失われ、国民皆保険下のフリーアクセスが崩壊する。 

日本医師会は、国民皆保険下のフリーアクセスの堅持を前提とし、幅広い問

題について適切な初期対応と必要に応じた継続医療、専門医への紹介ができる

医師のあり方について、引き続き検討していく。 

 

公的保険の適用範囲の再定義 

日本医師会は、必要な医療を平等に受けられることこそが、国民皆保険の基

本であり、これを堅持すべきと考える。「公的保険の適用範囲の再定義」が、公

的保険の給付範囲の縮小を狙ったものであれば、日本医師会は反対である。さ

らに、公的給付範囲の縮小により私的医療費を拡大させようとする流れに対し

ては、徹底的にこれを阻止する。 

 

セルフメディケーション 

国民が自ら、健康の維持・増進を心がけ、生活習慣の改善など疾病やケガの

予防に取り組むための支援は重要である。 

日本医師会として、セルフメディケーションを全面的に否定するものではな

いが、地域の医師・医師会、行政が精力的に行なっている疾病予防活動や、医

療のフリーアクセス・国民皆保険・現物給付により、「いつでも、どこでも、誰

でも」が医師による診察、治療を受けることができ、疾病の早期発見・早期治

療に繋がっている日本の医療体制を考えれば、医療へのアクセスが制限されて

いるイギリスのようなセルフメディケーションの推進はなじまない。また、公
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的医療費の抑制を目的とした安易なセルフメディケーションの推進に反対であ

る。 

日本のセルフメディケーションは、利便性よりも安全性を重視し、あくまで

も、国民への啓発活動、かかりつけ医機能の推進（他に、かかりつけ歯科医、

かかりつけ薬剤師）、公的な地域保健活動などを基本とすべきである。 

 

 

国際医療交流 

日本人、外国人にかかわらず、患者を診察、治療することは医師の当然の責

務である。しかし、営利の追求を目的とした組織的な国際医療交流（医療ツー

リズム）には反対である。現在の公的医療保険下の診療報酬では、営利の追求

に限界があるため、医療ツーリズムに参入した組織は、自由診療、自由価格の

医療市場拡大を期待する。その結果、医療の質が担保できなくなるだけでなく、

混合診療の全面解禁が後押しされ、公的医療保険の給付範囲を縮小させる。そ

して、所得や地域によって受けられる医療に格差をもたらすおそれがあるから

である。 

また、医師不足や看護師不足を理由に、外国人従事者を受け入れてはどうか

との意見もある。しかし、診察や治療は、人体に侵襲を及ぼす行為である。そ

のため、各国の医療教育・技術レベルが保障された高度な医学的判断及び技術

を担保する資格の保有者によるものでなければならない。外国人医師の場合は、

その判断基準として日本の医師免許の取得が求められることは当然である。 

 

 

医療産業 

安全性・有効性を優先したイノベーションの適切な評価には異論がない。 

しかし、今回の第二次報告書の基本的考え方に「医療とその周辺のサービス

や商工業との連携を促進する」と明示されていることについては異論がある。

これは、政府の「新成長戦略」（2010 年 6 月 18 日閣議決定）が、医療・介護

を成長牽引産業と位置づけたことに対応した認識であると考えられるからであ

る。 
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医療に日本の経済成長を牽引する産業としての役割を期待すること、それは、

医療を営利産業化することである。その結果、医療の効率化が優先され、安全

性が失われる。営利企業は、高収益を見込むことができる私的医療費にシフト

し、公的医療保険の患者が切り捨てられる。社会保障は平時の国家安全保障で

あり、営利産業化させ、市場で競争させるべきものではない。 

日本医師会は、国民の安全と安心を守るため、医療の営利産業化を阻止し、

国民皆保険制度の維持と向上にむけて、これからも強力に行動する。 
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3. 規制・制度改革事項 
 

3.1. 地域医療計画における基準病床等の見直し 
 

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

地域主権の医療への転換 

① 地域医療計画の策定において、地域の実情に応じて都道府県の主体的判

断がより発揮できるように、国は基本的な方針の提示にとどめ、基準病

床の算定式の提示及び国との協議義務を廃止することを検討する。 

＜平成 23年度検討、結論＞ 

② 健康保険法に基づく保険医療機関の指定業務を都道府県に移管し、指

導・監督についても都道府県の権限とすることを検討する。 

＜平成 23年度検討、結論＞ 

 

病床規制の見直し 

① 地域で真に必要な医療資源を確保するとともに、患者視点での地域医療

の再構築と質の向上という視点から、病床規制の在り方を検討し、結論

を得る。＜平成 23年度検討、結論＞ 

② 病床規制の在り方における一般病床については、以下の観点で見直しを

検討する。＜平成 23年度検討、結論＞ 

1) 地域に権限を全面的に委譲し、病床過剰地域における許可についても厚

生労働大臣の同意を不要とする。 

2) 地域に休眠病床がある場合には基準病床から休眠病床を除いて判断す

る。 

3) 国際医療交流を政策的に推進していく際には、特例病床として開設・増

床申請を許可する。 

③ 医療法人等が病床を含む病院機能を別の医療法人等に事業譲渡する際

に、事業譲渡前と病床種別ごとの病床数の増加がない場合は勧告の対象
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外であることを改めて周知する。＜平成 23年度措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

閣議決定にいたらず 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

 

地域医療計画における基準病床等の見直し 

① 我が国の病床数や医師数の状況を踏まえ、二次医療圏内の市町村長の同

意の下、病床数の削減が達成できた場合には、病床数過剰な他の二次医

療圏での増床も認めることも含め、地域医療計画について、地域の実情

に応じて都道府県の主体的判断が発揮できるよう、制度の弾力的な運用

を検討する。＜平成 23年度検討＞ 

② 医療法人等が病院又は診療所を別の医療法人等に事業譲渡する際に、事

業譲渡前と病床種別ごとの病床数の増加がない場合は勧告の対象外で

あること等勧告の対象外となる事例を改めて周知する。 

＜平成 23年度措置＞ 

 

 

【日本医師会の見解】 

 

①・国民皆保険体制の下、「いつでも、どこでも、誰でも、同じ医療を受け

られる体制」を確保するためには、地域の実状に応じた必要病床数を

確保するとともに、全国的な医療の質の確保・水準の向上を図ること

が必要であり、国による規制、基準が設けられ、一定のコントロール

下に置かれていることは合理的である。 

・ 医療計画は、地域の実情に応じて、都道府県知事が定めるものであり、

そのために、都道府県医師会が郡市区医師会の意見も尊重しながら参

画する医療審議会の意見を聞く仕組みとなっている。 

・ 「市町村長の合意の下」とあるが、医療提供体制の中心が民間である



 

 
社団法人 日本医師会（2011年 8月 3日 定例記者会見） 

14

わが国において、いかなる権限に基づいて、市町村長が病床削減に同

意することができるのか不明である。また、たとえその同意が自治体

病院に限定したものであったとしても、単に自治体財政上の経営的な

判断によるものではなく、郡市区医師会等の意見が十分に尊重され、

かつ当該市町村域を超えた広範な地域の医療提供体制の整備という視

点に立ってなされたものなのかが担保できない。 

・ 現行制度に基づいて、都道府県医師会等の地域医療の代表者の意見を

より反映し、医療圏の再編等を含めた体制構築を図るべきである。 

① 経営効率化目的による安易な病床・病院等の譲渡、再編は、医療へのア

クセス阻害にもつながる。都道府県知事の勧告の対象とすべきかどうか

を含めて、都道府県医療審議会における議論が必要である。 
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3.2. 医療法人の再生支援・合併における諸規制の見直し 
  

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

医療法人の再生支援・合併における諸規制の見直し 

① 「持分のある医療法人」について、一定の要件を満たした再生事例であ

り、かつ非営利性維持を妨げない範囲において、営利法人の役職員が医

療法人の役員として参画することや、譲受法人への剰余金配当等を認め

る。＜平成 23年度措置＞ 

② 医療法人が他の医療法人に融資又は与信を行うことを認める。 

＜平成 23 年度措置＞ 

③ 医療法人が合併する場合の都道府県知事の認可条件として定められて

いる医療審議会の意見聴取の義務を撤廃し、法人種別の異なる場合も含

めて、医療法人の合併・再編に関するルールを明確化する。 

＜平成 23年度措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

 

医療法人の再生支援・合併における諸規制の見直し 

① 医療法人と他の法人の役職員を兼務して問題ないと考えられる範囲の

明確化を図る。＜平成 23年度措置＞ 

② 医療法人が他の医療法人に融資又は与信を行うことを認めることの必

要性について検討する。＜平成 23年度検討、結論＞ 

③ 法人種別の異なる場合も含めた医療法人の合併に関するルールの明確

化や、医療法人が合併する場合の手続の迅速化について検討する。 

＜平成 23年度検討、結論＞ 

 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

4月に閣議決定済 
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【日本医師会の見解】 

 

① 医療法人は、非営利原則の下で、地域に根ざして安定的に医療を提供す

る責務がある。「他の法人」とは、営利企業を想定しているものと考え

られるが、営利の追求を目的とする営利企業が医療法人の経営に参画す

ることは、営利企業の医療への本格的な参入につながる懸念もあるた

め、認められない。 

「平成5年通知」※注1）では、「当該医療機関の開設・経営上利害関係にあ

る営利法人等の役職員と兼務している場合は、医療機関の開設・経営に

影響を与えることがないものであること」とされている。今回、あらた

めて、医療法人と他の法人の役職員の兼務についての規制改革が示され

たが、これは、医療の非営利性を否定しようとしたものであると受け止

められる。 

 

② 医療法人は、医業経営に経営資源を集中するべきである。他の法人への

与信、融資は医業の領域を超えている。事業再生ファンドや金融機関そ

の他、医療をビジネスと捉えている者が、経営が窮境に陥っているが有

望な事業・優良な資産を持つ医療法人を買収して、ビジネスチャンスの

拡大を狙うおそれもある。それよりも、自助努力を促す公的融資制度の

充実を図るべきである。 

 

② 経営が窮境に陥った医療法人と（事実上、企業の傘下にある）他の医療

法人との合併、病院等の事業や資産の他法人（医療法人以外を含む）へ

の売却・企業グループへの吸収などが、事業再生の過程で行なわれるこ

とが想定される。そのとき、医療法人の各事業の切り売り、医療法人・

企業グループ間での利益相反取引などが行なわれたりすれば、医療法人

の非営利性が失われるとともに、患者・住民や地域の医療機関にとって

も混乱をきたしかねない。 
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③ 医療法人の合併手続きの「迅速化」が、都道府県医師会が参画する医療

審議会による意見聴取義務の撤廃を意味しているのであれば、地域医療

の実情を考慮しないことになりかねず、反対である。審議会の開催頻度

が少ないことについては、開催頻度の増加や医療審議会の部会での対応

を図ればよい。 

 

④ このように、今回の規制改革の方向性は、医療への株式会社参入の糸口

になるものと懸念される。厚生労働省では、公益法人制度改革を踏まえ、

医療法人だけでなく、医療法人以外の法人についても非営利性の徹底を

図ることが必要であるとしているが※注2）、今後もこの方針が継続され

ることを要望する。 

 

※注1）「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」平成5年2月3日付厚

生省健康政策局総務課長・指導課長通知（総発第5号・指第9号） 

※注 2）「医療法人以外の法人による医療機関の開設者の非営利性の確認について」 

平成 19年 3月 30日付厚生労働省医政局総務課長通知（医政総発第 0330002号）
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3.3. 医師不足解消のための教育規制改革 
  

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

医師不足解消のための教育規制改革 

・基礎医学研究者を含む医師不足や養成数の地域偏在といった現状認識を踏

まえ、医学部やメディカルスクールの新設も含め、中長期的な医師養成数

の計画を策定する。＜平成 23年度措置＞ 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

中間とりまとめ（案）に同じ 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

4月に閣議決定済 

 

【日本医師会の見解】 

現在、本件については、文部科学省の「今後の医学部入学定員の在り方等

に関する検討会」で検討が進められている中で、医学部やメディカルスクー

ルの新設を検討することを閣議決定（2011.4.8）したことは遺憾である。日本

医師会も参画している同検討会で、しっかり検討していく。 

また、日本医師会は、以下の理由から医学部新設に反対であり、継続的に

需給見通しを行ないつつ、必要医師数を冷静に判断していくことを要請する。

 

＜医学部新設の問題点＞ 

① 医療現場の即戦力たる医師が教員として引き抜かれ、医療再生の妨げに

なる。 

② 医学部を新設しても、即戦力のある医師を養成するには 10 年かかる。

その間の社会情勢等の変化に対応しづらい。 

③ これまでの医学部定員増によって、中長期的にみれば、医師数は一定程

度確保されている。 

④ 歯学部新設により歯科医師の過剰をまねいたように、医師の過剰をまね

くおそれがある。 
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3.4. 救急救命士のニーズの把握 
  

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

救急救命士の職域拡大 

・救急救命士の業務の場の拡大について、特に医療機関内でも業務が行える

ように規定を見直す。＜平成 23年度措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

閣議決定にいたらず 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

救急救命士のニーズの把握 

・救急救命士の就職先に関する情報を養成所から志願者に周知するよう指導

するとともに、医療機関において救急救命士の採用希望の有無を調査する。

＜平成 24年度措置＞ 

 

 

 

【日本医師会の見解】 

 

医療機関に対して救急救命士の採用希望の有無を調査するのであれば、下

記の事項を十分に説明した上で実施すべきである。 

① 医療機関において、救急救命士資格保有者が行なえる業務の範囲 

② 医療機関の救急用自動車等（医師が同乗している場合、そうではない場

合）において、救急救命士資格保有者が行なえる業務の範囲 

他方、救急救命士有資格者が、医師のメディカルコントロール下にある医

療機関内の救急医療部門において「救急救命処置」を実施することの検討は、

医療安全、救急医療に従事する医師や看護職員の養成・確保などを優先させ

ながら、別途、検討すべきである。 
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3.5. 医療行為の無過失補償制度の導入 
 

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

医療行為の無過失補償制度の導入 

① 誰にでも起こりうる医療行為による有害事象に対する補償を医療の受

益者である社会全体が薄く広く負担をするため、医薬品副作用救済制度

の対象となっていないワクチン及び保険診療全般を対象とする無過失

補償制度を導入する。＜平成 23年度措置＞ 

② また、同制度により補償を受けた際に損害賠償請求の訴訟権を制限する

免責制度の導入を検討する。＜平成 23年度検討、結論＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

 

医療行為の無過失補償制度の導入 

① 誰にでも起こりうる医療行為による有害事象に対する補償を医療の受

益者である社会全体が薄く広く負担をするため、保険診療全般を対象と

する無過失補償制度の課題等を整理し、検討を開始する。 

＜平成 23年度検討開始＞ 

② また、同制度により補償を受けた際の免責制度の課題等を整理し、検討

を開始する。＜平成 23年度検討開始＞ 

 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

4月に閣議決定済 
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【日本医師会の見解】 

 

患者・被害者の救済、社会全体による損害の分担のために無過失補償制度を

検討する方向性は評価できる。ただし、以下の点に留意し、時間をかけて慎

重に議論すべきである。 

 

・医師および医療関係者、患者などからなる検討会を設け、国民の理解を

得つつ進めること。 

・医療における有害事象等の原因究明と再発防止に資する仕組みについて

も並行して議論し、実現させること。 

・同補償制度と国民の裁判を受ける権利や、現行の裁判制度等との関係に

ついても検討すること。検討に際しては、医薬品副作用被害救済制度や産

科医療補償制度など、隣接する既存の制度についても参照すること。 
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3.6. 高額療養費制度の見直し 
 

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

高額療養費制度の見直し 

・患った疾病の種類にかかわらず、長期にわたる慢性期の療養の際の負担を

より軽減できる制度となるよう高額療養費制度を見直す。 

＜平成 23年度措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

閣議決定にいたらず 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

 

高額療養費制度の見直し 

① かかった疾病の種類にかかわらず、長期にわたる慢性期の療養の際の

負担をより軽減できる制度となるよう、高額療養費制度における外来

診療の現物給付化を行う。＜平成 24年度措置＞ 

② 更なる負担軽減策については、社会保障・税一体改革成案（平成 23

年 6月 30日政府・与党社会保障改革検討本部決定）を踏まえ、検討

する。＜平成 23年度検討＞ 
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【日本医師会の見解】 

 

高額療養費の患者負担軽減には賛成である。しかし、社会保障・税一体改革

成案を踏まえて検討するとされていることは問題である。同成案では、高額

療養費の見直しの規模に応じて「受診時定額負担」を検討するとされている

が、以下の点から、日本医師会は、「受診時定額負担」の導入に反対である。

 

① 医療というリスクに備える財源は、公的保険である以上、患者負担ではな

く、幅広く保険料や税財源（公費）に求めるべきである。 

② 「受診時定額負担」は、毎回一定額を支払うことになり、受診回数の多い

高齢者には負担が大きい。また、当初は定額 100円であっても、いったん

導入されれば、その水準が引き上げられていくことは、過去の患者一部負

担割合の引き上げの例からも明らかである。その結果、高齢者や低所得者

の方が受診を差し控えざるを得なくなることが懸念される。 

 

なお、社会保障・税一体改革成案は、閣議報告されたに過ぎない。今回は、

その内容を踏まえるという閣議決定を行なったわけであるが、「受診時定額負

担」を含んだ社会保障・税一体改革成案を間接的に閣議決定しようとする意

図が感じられる。日本医師会はこれを厳しく非難する。 
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3.7. 希少疾病用医療機器の市場導入促進に向けた制度の整備 
 

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

希少疾病用医療機器の市場導入促進に向けた制度の整備 

・一定の要件を満たす希少疾病用医療機器については、患者のベネフィット

とリスクのバランスを勘案し、申請から承認までの期間を 1 年以内とすべ

く、安全性データと、治験以外の有効性データ（非臨床、臨床実績、文献）

による審査で承認を与えるべく諸規定を改定する。＜平成 23年度措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

 

希少疾病用医療機器の市場導入促進に向けた制度の整備 

・希少疾病用医療機器については、患者のベネフィットとリスクのバランス

を勘案し、申請から承認までの期間のうち行政側として審査に要する期間

を１年以内とすべく、国内外の安全性データと有効性データ（非臨床、臨

床、文献）を基に承認審査を行うことについて検討する。 

＜平成 23 年度検討、平成 24年度措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

4月に閣議決定済 
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【日本医師会の見解】 

 
医療現場のみならず、国民の視点に立てば、希少疾病患者のための新規医

療機器の早期導入は強く望まれるところである。 
 
・ しかし、適応外使用と比較して新規性のある医療機器は、患者に対す

るリスクが格段に高い。 

・ 新規性の高い医療機器の承認は、その後の保険収載を見据えて、国が

最優先で安全性を確保するべきである。 

・ 治験の実施は、国が承認者として国民医療における安全性を担保する

ことに他ならない。 

・ 治験により取り払われるべき患者に対するリスクが残されたまま承認

することと、市販後の「軽微変更届」を認めること等が行なわれれば、

一部のリスクに国が関与せず、安全性の一部が国民に明らかにされな

い懸念がある。 

・ 関係学会はもとより、開発元企業や患者団体等の早期導入の要望を速

やかに取り入れ、治験の実施について検討する場が必要である。 
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3.8. 医療機器の改良改善に係る一部変更承認申請不要範囲の拡大 
 

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

医療機器の改良改善に係る一部変更承認申請不要範囲の拡大 

・医療機器における改良改善については、承認書の記載が求められる事項で

あっても、製品の安全性・有効性に影響がない旨を製造業者が同社の品質

管理監督システムにより確認した場合は、一部変更承認を不要とし、軽微

変更届の提出にて手続きが完結する、もしくは届出が不要となるよう諸規

定を見直す。あわせて、類似品目で共通の変更がある場合、最初の品目を

一部変更承認申請にし、他の品目は前例利用により軽微変更届で対応でき

るようにする。＜平成 23年度措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

 

医療機器の改良改善に係る一部変更承認申請不要範囲の拡大 

・医療機器における改良改善については、承認書の記載が求められる事項に

ついて、一部変更承認を不要とし、軽微変更届の提出にて手続が完結する、

若しくは届出が不要となる範囲の更なる明確化を検討することにより、実

質的な範囲の拡大を図る。あわせて、軽微変更届による変更の適正な実行

を担保するとともに、類似品目で共通の変更がある場合の合理的な運用に

ついて検討する。＜平成 23年度検討、結論＞ 

 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

4月に閣議決定済 
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【日本医師会の見解】 

 

・ 医療現場が無用な萎縮をせず、医療提供に専念できるよう、国は、手続き

の効率性や迅速性の向上を図るとともに、安全性・有効性の十分な確保を

前提とするべきである。 

・ 医療における開発企業の経済合理性の追求は、「国が国民の医療の安全を

守る」という大原則のもとに行なわれなければならない。国が安全性確認

の一部を省略し、その部分において、国民に自己責任を求めることがあっ

てはならない。一方で、企業責任に委ねるのであれば、これを明確化して、

国民に対する丁寧な説明と理解を得ることが必要である。 
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3.9. 医療機器における品目ごとの QMS調査制度の見直し 
 

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

医療機器における品目ごとの QMS調査制度の見直し 

① 企業側及び調査側双方の負担を軽減するため、欧米で一般的なように、品

目ごとの QMS調査から製造所単位の審査に変更する。 

＜平成 23年度措置＞ 

② PMDA、都道府県、第三者評価機関といった複数の調査機関が各々の調査

結果を共有し相互受入れが可能となるよう環境整備を進める。 

＜平成 23年度措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

 

医療機器における品目ごとの QMS調査制度の見直し 

・企業側及び調査側双方の負担を軽減するため、医療機器における品目ごと

の QMS調査の中で、調査方法や提出資料の見直し及び、PMDA、都道府県、

登録認証機関といった複数の調査機関の調査結果の相互活用など調査の改

善を図る。＜平成 23年度措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

4月に閣議決定済 
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【日本医師会の見解】 

 

・ 医療現場に混乱を来たさないことが第一義である。企業や調査権者の負担

軽減の必要性は一定程度ある。同時に、医療機器の製造管理・品質管理制

度の見直しは、安全性・有効性の確保を前提とするべきである。 

・ QMS調査における手続き上の負担軽減は図るべきであるが、わが国の製造

管理・品質管理制度は、国民の医療の安全を国が担保するために実施され

ていることを、諸外国に対しても説明していくことが望ましい。 
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3.10. 医薬品・医療機器におけるイノベーションの適切な評価の実
施 

  

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

医薬品・医療機器におけるイノベーションの適切な評価の実施 

① 検査試薬・システムにおいて、現行、精度に差があるにもかかわらず、保

険点数に差がない場合、次期診療報酬改定でより細分化した点数設定を行

う。＜平成 23年度検討、結論＞ 

② 医療機器において、現行の C申請（新機能・新技術申請）に加え、希望す

れば同一区分内で、その製品特有の区分を設定できるようにするなど、従

来品より優れた効果をもたらす医療機器については、機能区分価格によら

ない価格を設定できる制度を導入する。＜平成 23年度措置＞ 

③ 内外価格差の「再算定制度」を廃止し、2 年に一度の診療報酬改定は市場

価格の参照に基づく改定方式に統一する。＜平成 23年度措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

 

医薬品・医療機器におけるイノベーションの適切な評価の実施 

・診療報酬点数や保険医療材料の償還価格については、平成 24 年度の診療

報酬改定においても、関係学会の要望や、業界との対話、価格調査等を踏

まえ、引き続き細分化や機能区分の適正化について検討を行う。 

＜平成 23年度検討、結論＞ 

 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

4月に閣議決定済 
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【日本医師会の見解】 

 

ライフイノベーション WG の基本的考え方（第二次報告書に記載）の中に

は、「2002 年に導入された『再算定制度』により製品価格は大幅に下がり、

今後、1990年代のような内外価格差が発生することはない。したがって、『再

算定制度』は廃止すべき」とある。 

中医協において、内外価格差の実態調査を行なった上で『再算定制度』に

ついて十分検証し、償還価格のあり方について検討することを要請する。閣

議決定された本文には、中医協で検討するという文言はないが、業界主導で

決定することは認められない。 

 
※注）従来品より優れた効果をもたらす医療機器については、機能区分価格によらない

価格設定できる制度の導入を、中医協保険材料専門部会で検討することになって

いる。 
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3.11. 一般用医薬品のインターネット等販売規制の見直し 
  

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

一般用医薬品のインターネット等販売規制の緩和 

・販売履歴の管理、購入量の制限など、一定の安全性を確保しながらインタ

ーネット等で医薬品を販売するためのルールを制定する。同時に、店舗で

の販売においても、テレビ電話、FAX 等を活用し、遠隔でも薬剤師からリ

アルタイムで情報提供を受けられる体制を確保している場合は、薬剤師、

登録販売者の常駐義務を撤廃する。＜平成 23年 5月までに措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

閣議決定にいたらず 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

 

一般用医薬品のインターネット等販売規制の見直し 

① 安全性を確保する具体的な要件の設定を前提に、第三類医薬品以外の薬

局・薬店による郵便等販売、及びその他の工夫も含め、当面の合理的な

規制の在り方について検討し、可能な限り、早期に結論を得る。 

＜平成 23年度検討開始＞ 

② なお、医薬品の販売・流通規制の在り方については、今後の環境変化に

対応し、断続的に検討・見直しを行う。＜逐次実施＞ 

③ 第一類から第三類のリスク区分についても、不断の見直しを行う。 

＜逐次実施＞ 

④ 一般用医薬品を安全・安心・円滑に供給する観点から、薬剤師等の合理

的かつ適切な対面販売の実施状況、円滑供給への寄与度等について検証

する。＜平成 23年度検討開始＞ 

⑤ 経過措置期間中の副作用発生状況等を検証し、上記②の断続的な検討・

見直しの内容に反映する。＜平成 23年度以降検討開始＞ 
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【日本医師会の見解】 

 

・ ライフイノベーションWGの基本的考え方（第二次報告書に記載）の

中に、店舗による販売にインターネット、電話等の販売が劣後すると

いうデータはないとあるが、利便性ありきではなく、懸念される事項

について徹底的な調査が必要である。 

・ ライフイノベーションWGは、中小薬局のビジネスチャンスが制限さ

れてしまうこと、有資格者を常駐させることで人件費コストが過大に

なることなどを指摘しているが、医療においては、安全性が最優先さ

れるべきである。 

・ 特にリスクの相対的に高い一般用医薬品の販売に際しては、薬剤師が

責任をもって情報提供するとともに、必要に応じて医師への受診勧奨

をすべきである。 

・ インターネット販売は、国内未承認医薬品の輸入販売や健康食品等の

販売にも、場合によっては過大な広告表示方法を伴って積極的に利用

されている。同一業者の場合は、利用者が、一般用医薬品との区別が

つかずに併せて購入してしまうおそれもある。 

・ 一度に、大量・多種類の医薬品や健康食品等を服用、摂取すれば、相

互作用を起こすリスクもある。大量・多種類の購入ができないように

するシステムで販売する企業がどのくらいあるのか不明である。 

・ 第一類、第二類、第三類のリスク区分の見直しは、コンビニやインタ

ーネット等での販売などビジネスチャンスや利便性を主目的とするの

ではなく、利用者の安全を第一に考え、個別に検証を行なった上で実

施するべきである。 
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3.12. 施設・入所系サービスの再編 
  

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

施設・入所系サービスの再編 

① 集中的・特別なケアを実施する機能を再編・区分することにより、施設・

入居系サービスを、「ケア付き住宅」として、統一すべきである。 

＜平成 23年度中措置＞ 

② 高齢者専用住宅等は、「ケア付き住宅」を、常時ケアが提供される体制の

もの、24時間常駐・見守りのある体制のものと、そうでないものに整理す

るべきである。＜平成 23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

施設・入所系サービスの再編 

① 介護保険施設等の施設・入居系サービスと居宅系サービスの在り方につい

て、介護保険施設等の機能の現状と、「ケア付き住宅」の最近の動向を踏

まえ、諸外国の例も含めて調査研究する。＜平成 23年度中検討開始＞ 

② 高齢者専用住宅等については、保証されるサービスが不明確になっている

ので、「ケア付き住宅」を、常時ケアが提供される体制のもの、あるいは、

24 時間常駐・見守りのある体制のものと、そうでないものについて整理

する。＜平成 23年度中措置＞ 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

4月に閣議決定済 

 

 

【日本医師会の見解】 

介護給付費分科会で、介護保険のサービス提供体制について、全般的に再

定義、再区分することが必要である。 
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3.13. 居宅サービス事業所における統合サービスの運営 
  

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

居宅サービス事業所における統合サービスの運営 

① 原則として居宅サービス事業所を統合運営できるように人員基準を緩和

し、基幹の施設サービスや居宅介護サービスに付帯して、単体では人員基

準を満たさない場合でも、介護保険サービスとして提供可能とすべきであ

る。＜平成 23年度中措置＞ 

② 小規模多機能型居宅介護の地域密着型4施設併設で認められている職員の

行き来（兼務）や、施設・設備の兼用などを、適正な範囲でその他のサー

ビスに拡大するべきである。＜平成 23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

 

居宅サービス事業所における統合サービスの運営 

① 居宅サービス事業所を統合運営できるように人員基準を緩和し、基幹の施

設サービスや居宅介護サービスに附帯して、単体では人員基準を満たさな

い場合でも、介護保険サービスとして提供可能とすることについて検討

し、結論を得る。＜平成 23年度中検討・結論＞ 

② 小規模多機能型居宅介護の地域密着型4施設併設で認められている職員の

行き来（兼務）や、施設・設備の兼用などを、適正な範囲でその他のサー

ビスに拡大することについて検討し、結論を得る。 

＜平成 23年度中検討・結論＞ 

 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

4月に閣議決定済 

 

 



 

 
社団法人 日本医師会（2011年 8月 3日 定例記者会見） 

36

【日本医師会の見解】 

 

小規模事業所については、経営基盤とサービス提供体制に不安があること

から、事業所の統合運営や、職員の兼務等を推進することには賛成である。

さらに、小規模同士だけでなく、中規模以上の施設との統合運営も推進すべ

きである。 

なお、その際、利用者の処遇に支障がないようにすることや、従事者の負

担増とならないような配慮が必要である。 
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3.14. 地域における包括的サービスにおける事業者間連携の柔軟化 
  

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

地域における包括的サービスにおける事業者間連携の柔軟化 

① 地域包括ケアを実施する事業者が一部サービスを委託できる仕組みや地

域の事業者が共同して地域包括ケアを実施する仕組みを構築し、利用者が

小規模多機能型居宅介護等の地域包括型のサービスを受けやすくするべ

きである。＜平成 23年度中措置＞ 

② まずは、小規模多機能型居宅介護事業の一部を、居宅介護支援事業者や訪

問介護事業者に委託可能とするべきである。＜平成 23年度中措置＞ 

③ また、地域の事業者が協同して設立した法人格を持たない民法上の組合や

有限責任事業組合が指定を受けられるようにするとともに、入札方式によ

る保険者の委託を可能とするべきである。＜平成 23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

閣議決定にいたらず 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

 

地域における包括的サービスにおける事業者間連携の柔軟化 

・法人格を持たない民法上の組合や有限責任事業組合による事業の実施につ

いては、地域主権戦略大綱（平成 22年 6月 22日閣議決定）に基づき、今

国会で成立した「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を

改正する法律」において、申請者の法人格の有無に関する基準が「従うべ

き基準」とされたところであり、本法の施行状況について検証する。 

＜平成 23年度以降検討＞ 
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【日本医師会の見解】 

 

法律改正により、法人格をもたない事業者の参入が可能になったが、サー

ビスの質の担保、責任の所在等、懸念材料も多い。 

利用者の不利益とならないよう、事後検証ではなく、リアルタイムでの調

査を求める。 
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3.15. 特別養護老人ホームの医療体制の改善 
  

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

特別養護老人ホームの医療体制の改善 

・特別養護老人ホーム等の医務室について、保険医療機関として処方せんを

出すことを可能とするべきである。＜平成 23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

 

特別養護老人ホームの医療体制の改善 

・特別養護老人ホーム等の医務室は医療法上の診療所であり、その構造等が

全ての被保険者に対して開放されている等必要な要件を満たす場合には、

保険医療機関として指定を行うことが可能であるとの解釈の周知徹底を

図る。＜平成 23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

4月に閣議決定済 

 

 

【日本医師会の見解】 

 

現状でも、一定の要件を満たせば、特別養護老人ホーム等を保険医療機関

として指定することは可能であるが、あらためて、社会保障審議会、中医協

等において、特別養護老人ホーム等の医務室のあり方、配置医師の診療への

評価のあり方を検討することを要請する。 
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3.16. ショートステイに係る基準の見直し 
  

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

ショートステイに係る基準の見直し 

① デイサービスとの併設も含めた単独型のショートステイ（短期入所生活介

護、短期入所療養介護）について、利用定員数や人員配置基準を見直し、

小規模での運営を可能とするべきである。＜平成 23年度中措置＞ 

② 有料老人ホーム等、特定施設入居者生活介護の空室において、認知症対応

型共同生活介護の短期利用事業と同様、短期入所生活介護の短期利用を可

能とするべきである。＜平成 23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

閣議決定にいたらず 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

 

ショートステイに係る基準の見直し 

① 単独型のショートステイ（短期入所生活介護、短期入所療養介護）につい

ては、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成 23年法律第 37号）」において、利用

定員数は「標準」とされ、人員配置基準は「従うべき基準」とされたとこ

ろであり、その施行状況について検証する。＜平成 23年度以降検討＞ 

② 特別養護老人ホームや認知症対応型共同生活介護の短期利用事業におけ

る運用等を踏まえ、有料老人ホーム等、特定施設入居者生活介護の空室に

おける短期入所生活介護の短期利用について、検討を行い、結論を得る。

＜平成 23年度中検討・結論、平成 24年度措置＞ 
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【日本医師会の見解】 

 

① ショートステイは、在宅療養を推進するためには積極的に整備を進めるべ

きであるが、小規模事業所については、経営基盤やサービス提供体制に不

安があることから、一定規模以上の事業所の併設で行なうことが望ましい

と考える。 

② 短期利用については、特に短期入所療養介護の基準要件を緩和し、中小病

院、有床診療所の空床利用も可能とすべきである。 

 

なお、いずれも介護給付費分科会で審議すべき課題であり、頭越しの検討

は認められない。 
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3.17. 介護保険の指定を受けた事業所の活用 
  

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

介護保険の指定を受けた事業所の二次利用の解禁 

・設備資源を活かすため、「デイサービス」の終了後に学童児童の延長学童と

して利用するなど、適切な目的で介護保険サービス指定事業所を二次利用

することは可能であることを周知徹底するべきである。 

＜平成 23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

 

介護保険の指定を受けた事業所の活用 

・設備資源をいかすため、「デイサービス」の終了後に学童児童の延長学童と

して利用するなど、適切な目的で介護保険サービス指定事業所を活用する

ことは可能であることを周知徹底する。＜平成 23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 2日閣議決定）】 

4月に閣議決定済 

 

【日本医師会の見解】 

 

現状でも介護保険事業所の二次利用は可能であるが、学童児童は感染症な

どにかかりやすいため、衛生管理の徹底が必要である。衛生面の管理体制が

しっかり整備されているか、一次利用および二次利用時の管理責任が明確に

なっているか、さらには、これらの体制整備が従事者に過度の負担をもたら

していないか、しっかりとした調査と改善が求められる。 
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3.18. 地域密着型サービス利用の例外の適用の見直し 
 

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

地域密着型利用の例外の適用及び認知症対応型共同生活介護グループホーム

への住所地特例の適用 

・介護保険の特長である「サービスの選択」が可能となるよう、グループホ

ームに住所地特例を適用すべきである。＜平成 23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

閣議決定にいたらず 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

 

地域密着型サービス利用の例外の適用の見直し 

・地域密着型サービスについて、他市町村にある事業所の利用が可能となる

例外については既に制度化されているところであるが、一層介護保険の特

長である「サービスの選択」に資するよう、現場の実情を踏まえ、必要に

応じて見直しを行う。＜平成 23年度中措置＞ 

 

 

【日本医師会の見解】 

 

規制・制度改革の方向性に賛成である。近隣市町村のサービス利用に関し

て、現在の事務手続が煩雑であることから、事務処理簡素化等を行ない、柔

軟に対応すべきである。 
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3.19. ホテルコスト・補足給付の適正化 
 

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

ホテルコスト・補足給付の適正化 

① 補足給付について、入居前の世帯の所得状況、および、入居後の残された

世帯の生活状況を勘案するとともに、重度者等のみに限定し、さらに、ホ

テルコストについて、介護保険施設の多床室においても適正額を徴収すべ

きである。＜平成23年度中措置＞ 

② 入所・居住系施設をケア付き住宅等として再編することにより、介護保険

施設以外にも補足給付を拡げ、利用者の適正な選択に資するようにすべき

である。＜平成23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

閣議決定にいたらず 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

 

ホテルコスト・補足給付の適正化 

・社会保障審議会介護保険部会において、補足給付について、入所前の世帯

の所得状況を勘案するとともに、ホテルコストについて介護保険施設の多

床室においても適正額を徴収すべきであるとの意見が出されたこと等を踏

まえ、補足給付やホテルコストの将来的な在り方について社会保障と税の

一体改革の議論と併せて検討する。＜平成 23年度以降検討＞ 
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【日本医師会の見解】 

 

① 食費・居住費は、そもそも介護保険給付外である。これに補足給付として

介護保険財源から手当てをすることは矛盾している。本来は生活保護の住

宅手当などで対応するべきである。 

② ホテルコスト（居住費・食費）については、個室、多床室に関わらず、法

令上、すでに保険給付の対象外となっている。また、多床室には所得の低

い利用者が少なくない。あらたに多床室の居住費等を徴収すれば、所得の

低い利用者を個室はおろか、多床室からも締め出すことになり、反対であ

る。 

 

また、社会保障と税の一体改革の議論と併せて検討するとあるが、現在、「社

会保障・税一体改革成案」は閣議報告されたにすぎず、了解を得たものでは

ない。今回の、規制・制度改革の閣議決定は、介護保険の利用者負担の増加、

給付範囲の縮小を示唆している「社会保障・税一体改革成案」の内容を既成

事実化するものであり、問題が大きい。 
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3.20. 給付限度額を超えて利用する場合の利用者負担の見直し 
 

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

給付限度額を超えて利用する場合の利用者負担の見直し 

・通常の月とは異なる緊急時サービス、あるいは、事業所特定加算等一定の

加算については、限度額の管理からはずすべきである。 

＜平成 23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

 

給付限度額を超えて利用する場合の利用者負担の見直し 

・通常の月とは異なる緊急時サービス、あるいは、事業所特定加算等一定の

加算の取扱いなど限度額については、利用者間の公平や財源を配意しつつ、

社会保障審議会介護給付費分科会における次期介護報酬改定の検討過程で

検討し、結論を得る。＜平成 23年度中検討・結論、結論を得次第措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

4月に閣議決定済 

 

【日本医師会の見解】 

 

給付限度額については介護保険制度の根幹であることから、介護給付費分

科会で徹底的に議論したい。 
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3.21. 「介護サービス情報の公表」制度の見直し 
 

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

「介護サービス情報の公表」制度の停止 

・介護サービス情報公表制度を停止し、現行制度に代わる新しい情報公開の

仕組みを構築すべきである。＜平成 23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

 

「介護サービス情報の公表」制度の見直し 

・介護サービス情報公表制度を見直し、調査の義務付けを廃止するなど、事

務の軽減を図り、手数料によらずに運営できる新しい情報公表の仕組みを

構築する。＜平成 23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

4月に閣議決定済 

 

【日本医師会の見解】 

 

事業者から手数料を徴収してきた介護サービス情報公表制度について、義

務付けの廃止に賛成である。医療法に基づく制度2と同様の公表制度とすべき

である。 

 

 

                                            
2 「医療機能情報提供制度」2007年 4月 1日より施行された、改正医療法により創設された医療機能情
報の提供制度。 
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3.22. 訪問介護など居宅サービスにおける運営基準等の解釈の標準
化 

 

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

訪問介護など居宅サービスにおける基本様式の統一 

・各サービスにおける介護計画書等の書類の基本要件を整備統一し、法解釈

に係る判断基準の明確化を図るべきである。＜平成 23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

訪問介護など居宅サービスにおける運営基準等の解釈の標準化 

・各サービスにおける法解釈に係る判断基準の明確化を図り、標準化に取り

組む。＜平成 23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

4月に閣議決定済 

 

【日本医師会の見解】 

 

必要項目を満たすものであれば、事業者の利便性を鑑み、運営基準の解釈

等が曖昧にならないような配慮をすべきであり、改革の方向性に賛成である。
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3.23. 障害者自立支援法の移動支援事業（地域生活支援事業）を居
宅介護事業者が行う際の人員要件の見直し  

 

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

障害者自立支援法の移動支援事業（地域生活支援事業）を居宅介護事業者が

行う際の人員要件の見直し 

・居宅介護事業所のサービス提供責任者が移動支援サービスを提供できるよ

うにするべきである。＜平成 23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

 

障害者自立支援法の移動支援事業（地域生活支援事業）を居宅介護事業者が

行う際の人員要件の見直し 

・移動支援の在り方に関する議論を踏まえつつ、居宅介護事業所のサービス

提供責任者が居宅介護等のサービス提供時間内に移動支援事業に従事する

ことを可能とする方向で検討し、結論を得る。 

＜平成 23 年度中検討・結論、結論を得次第措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

4月に閣議決定済 

 

【日本医師会の見解】 

 

方向性として異論はないが、個々の利用者のサービスの質がしっかりと確

保されるよう、兼務のあり方等を慎重に検討すべきと考える。 
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3.24. 保育所運営費の使途制限の見直し 
 

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

保育所運営費の使途制限の見直し 

・運営費の使途範囲に自由度を持たせるよう検討し、結論を得た上で、平成

23 年度中に実施する。また運営費の配当への使途について、配当自体は制

限されていない旨を周知徹底する。＜平成 23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

閣議決定にいたらず 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

 

保育所運営費の使途制限の見直し 

・保育所運営費の使途範囲の具体的な在り方については、事業者に自由度を

持たせ、一定の経済的基礎の確保等を条件に、他事業への活用を可能とす

ることなどを検討し、結論を得た上で実施する。 

＜子ども・子育て新システム実施時を目途に措置＞ 

 

 

 

【日本医師会の見解】 

 

運営費の使途範囲として、一定の経済的基礎の確保等を条件に、他事業へ

の活用を可能とする方向性を示唆していることは、それが、保育所運営の改

善に寄与するものであれば一定の評価をする。しかし、運営費の配当に関す

る制限※注）は維持されるべきである。 

また、配当を追求するあまり、運営費を削減して保育所の運営に影響を与

えることがあってはならない。 
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子ども・子育て新システムの実施に併せた慎重な検討をした上で、結論を

出すべきである。 

 

※注：運営費の上乗せ部分として交付している民間施設給与等改善費に関して、配当

を行っている保育所には交付しないこととされており、事実上の制限となって

いるとの指摘もある。 
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3.25. 保育士試験受験要件等の見直し 
 

【中間とりまとめ（案）（2011年 1月 26日）】 

 

保育士試験受験要件等の見直し 

・認可外保育施設で一定期間保育に従事した者を対象に含める事や、勤務実

績に応じ一定の科目免除を行う等、保育士試験の受験資格に関しての見直

しを検討し、先行して実施する。＜平成 23年度中措置＞ 

 

【規制・制度改革に係る方針（2011年 4月 8日閣議決定）】 

閣議決定にいたらず 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

 

保育士試験受験要件等の見直し 

・認可外保育施設で一定期間保育に従事した者を対象に含めることや、勤務

実績に応じ一定の科目免除を行う等、保育士試験の受験資格に関しての見

直しを子ども・子育て新システムの検討と併せて検討し、見直し可能な内

容を整理の上、実施する。 

＜子ども・子育て新システム実施時を目途に措置＞ 

 

 

【日本医師会の見解】 

 

保育士の質を担保するためには、確かな教育を受けた者が対象となること

が求められ、その意味からも国家試験の資格要件は厳格であるべきである。 

概要では、保育士の受験資格の見直し案を示しているが、先ずは、「認可

外保育施設」、「一定期間保育」、「勤務実績」、「一定の科目免除」等、

用語の定義を明確にすべきである。 

また、子ども・子育て新システムの実施に併せた検討が必要である。 
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3.26. 訪問看護ステーションの開業要件の見直し（「規制仕分け」に
おける規制・制度改革事項） 

 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

 

・病院、診療所、一定以上の人員を有する訪問看護ステーションと適切に連

携を図ることで 24 時間対応を可能とするなど、サービスの安定的な提供及

び安全性の確保に配慮しつつ、一定の要件の下で指定訪問看護事業所の人

員基準の見直し（1人又は 2人）について検討し、結論を得る。 

 なお、東日本大震災の被災地においては、指定訪問看護事業所の人員基

準を満たさない事業所に対し、市町村の判断で保険給付を行う措置を特例

的に認めたところであり、人員基準の見直しに当たっては、当該措置の実

施状況も踏まえて検討する。＜平成 23年度検討・結論＞ 

 

 

【日本医師会の見解】 

 

特例的に認められた基準該当訪問看護サービスの状況、並びに検証を踏ま

えたうえで、介護給付費分科会で議論すべきである。 
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3.27. 医薬品及び医療機器の審査手続の見直し（「規制仕分け」にお
ける規制・制度改革事項） 

 

【規制・制度改革に係る追加方針（2011年 7月 22日閣議決定）】 

・医薬品及び医療機器の審査手続の一層の明確化、透明化を図る。同時に、

医薬品及び医療機器の開発、承認の在り方全体を検証し、必要に応じた見

直しを行う。＜平成 23年度検討・結論、平成 23年度以降順次措置＞ 

 

 

【日本医師会の見解】 

 

・ ドラッグラグ、デバイスラグの解消策は、当然推進するべきである。し

たがって、審査手続きの一層の明確化、透明化を図ることには賛成であ

る。 

・ 現在の薬事法は、所管が非常に広範囲に及んでおり、根本的な見直し、

改善を行なうという点は評価できる。 

・ PMDAの有為な人材の獲得に向けた、審査環境の改善は賛成である。 

 

 

 


