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１ はじめに

最近，急速な少子高齢化と経済の成熟化の影響も
あり，国民の社会保障制度改革への関心がたかまっ
ており，消費税引き上げを含む税と社会保障の一体
改革が進められている。

社会保障改革については，２０１３年１２月にいわゆる
社会保障改革プログラム法が制定され，今後，数年
間にわたり，必要な制度改革が行われることになっ
ている（表１）。その一つとして，前回，地域包括ケ
アの推進と新たな財政支援による在宅医療の基盤整
備について触れたが１），医療保険制度については，
２０１４年４月からの７０－７４歳の患者負担の２割への引
き上げが５年間かけて行われ，この他，市町村で運
営されている国民健康保険の財政運営を都道府県単
位に改正を図ること等についても，２０１５年の通常国
会での法案の提出がされている。

また，介護保険制度については，低所得者の介護
保険料低減や現役並み所得者の利用料引き上げなど
を図るための関連の法律が２０１４年６月，国会で成立
し，本年の施行に向け，準備が行われる等社会保障
に関する制度改革が継続的に進められている。

ところで，社会保障とは，１９９３年の社会保障制度
審議会社会保障将来像委員会の第一次報告による
と，「国民の生活の安定が損なわれた場合に，国民
にすこやかで安心できる生活を保障することを目的
として，公的責任で生活を支える給付を行うもので
ある」といわれている２）。

一方，歯科医師は，歯科医師法第一条に示すとお
り，「歯科医療及び保健指導を掌ることで，公衆衛
生の向上及び増進に寄与し，国民の健康な生活を確
保する」ことが任務とされ，国民皆保険制度のもと
で，わが国の歯科医師は，文字どおり，社会保障
サービスを担っている職種であると位置づけられ
る。

ちなみに，２０１１年の医療施設調査で歯科診療所
は，６８，１５６あるが，このうちの９８．７％が保険医療機
関等となっている。

また，健康保険制度の枠組みの中で業務に従事し
ている多くの歯科医師にとって，診療報酬制度を含
め，いかに医療保険制度の改革がされるかが，関心
事であることは，言うに及ばない。

一方，国民サイドの歯科への関心をみても，２０１４
年に厚生労働省が行った調査３）によると，健康に関
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して抱える不安のあると回答した６１．１％の者のう
ち，図１に示すとおり，２０歳以上の者の２６．２％が
「歯が気になる」と回答し，歯科医療について，一
定の関心をもつ者が比較的多いのが実状となってい
る。

ところで，国民の歯科医療を提供する基盤となる
医療保険制度は，保険料や公費で運営され，社会経
済的な影響を強く受けるのも事実で，今後の展開を
把握していく上で，制度改革がされる仕組みの理解
が歯科医師にとって，有用となることから，第２回
目は，最近のトピックスを含め，診療報酬の制度な
どについて紹介をするととともに，今後の展開につ
いて，触れることとする。

２ 健康保険法について

診療報酬制度の根本となる法律は健康保険法であ
り，医療法や医師法，歯科医師法などに基づき，歯
科診療所を含む医療施設や医師，歯科医師等の医療
関係者により，医療が提供されていることを念頭
に，医療保険サービスの給付の方法や医療保険サー
ビスを行う機関，人材などをこの法律は規定してい
る。

健康保険法は，旧医師法，旧歯科医師法が１９０６年
に制定された後，１６年後の１９２２年に制定され，関東
大震災により準備が遅れ１９２７年に施行された。

厚生労働行政での身分法の制定は，施策推進の背
景等から行われることも影響し，一般的に施策に大
きなインパクトを与える場合が多く見受けられ，制

表１ 社会保障改革プログラム法（持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律）

【法律の趣旨等】
○社会保障制度改革国民会議の審議の結果等を踏まえ，「社会保障制度改革推進法第４条の規定に基づく「法制上の措置」の

骨子について」を閣議決定（平成２５年８月２１日）
○この骨子に基づき，「法制上の措置」として，社会保障制度改革の全体像・進め方を明示するものとして提出
（平成２５年１２月５日成立，同１３日公布）

【法律の主な概要】
■講ずべき社会保障制度改革の措置等

受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため，医療制度，介護保険制度等の改革について，
①改革の検討項目，②改革の実施時期と関連法案の国会提出時期の目途を明らかにするもの

○少子化対策（既に成立した子ども・子育て関連法，待機児童解消加速化プランの着実な実施 等）
○医 療 制 度（病床機能報告制度の創設・地域の医療提供体制の構想の策定等による病床機能の分化及び連携，国保の保険

者・運営等の在り方の改革，後期高齢者支援金の全面総報酬割，７０～７４歳の患者負担・高額療養費の見直し，
難病対策 等）

○介護保険制度（地域包括ケアの推進，予防給付の見直し，低所得者の介護保険料の軽減 等）
○公的年金制度（既に成立した年金関連法の着実な実施，マクロ経済スライドの在り方 等）

※医療サービスの提供体制，介護保険制度及び難病対策等については平成２６年通常国会に，医療保険制度については平成２７
年通常国会に，必要な法律案を提出することを目指すものと規定。

■改革推進体制
上記の措置の円滑な実施を推進するとともに，引き続き，中長期的に受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度を

確立するための検討等を行うため，関係閣僚からなる社会保障制度改革推進本部，有識者からなる社会保障制度改革推進会議
を設置

■施行期日
公布日（平成２５年１２月１３日）

（ただし，改革推進本部関連は平成２６年１月１２日，改革推進会議関連は平成２６年６月１２日）

厚生労働省ホームページより引用，一部改変
http : //www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/dl/251226_02.pdf

平成２６年版厚生労働白書 P５５より引用

図１ 健康に関して抱えている不安
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定された身分法による職種に基づき社会保険におけ
る給付が開始される例が最近もある。

１９８７年に社会福祉士及び介護福祉士について法律
の制定がされ，国家資格が社会福祉士と介護福祉士
に付与されたが，法制定がされた１０年後にあたる
１９９７年には，介護保険法が制定され，２０００年から介
護保険制度が開始されている。

旧歯科医師法の場合も，法制定により，国の施策
の流れに乗ることが可能となった事例と解釈できる
が，旧医師法と同時制定されたことをはじめ，高山
紀齋先生や血脇守之助先生他当事の歯科医療関係者
が当事の政府等への働きかけをされたこと４－７）が，
行政施策の流れからみて，健康保険制度における歯
科医療給付の位置づけに大きな影響を与えた可能性
を否定できない。

健康保険制度がすでに制定されていた一部の欧米
諸国での医療給付で，歯科医療が含まれない国が概
ね５割程度あったとされる。また，給付されていて
も，歯科補綴を給付していた国は，さらに少数で
あった。当事のヨーロッパでの歯科の社会的な地位
が相対的に高くなかったことが影響していたのでは
ないかともいわれている５）。

わが国では結果的に保険制度が開始されたとき，
歯科補綴を含めた歯科治療の給付が同時に開始され
た４）。

３ 診療報酬制度と関連の通知

健康保険法では，医療サービスの提供について規
定し，費用の算定方法を厚生労働大臣が定めること
となっている。このため，費用の算定方法について
は，いわゆる歯科診療報酬点数があり，告示（＝国
などの公的機関が必要な事項を公式に広く一般に知
らせる行為のこと）という形で示されている７）。

最近の診療報酬改定における主な関連法令や通知
を分類すると表２のとおりとなる。この診療報酬算
定方法の告示の別表第２に歯科診療報酬点数表が定
められ，初再診料などで構成される基本診療料と，
処置や歯冠修復などの技術料からなる特掲診療料に
大別される（表３）。

日本歯科医師会が診療報酬改定のたびに策定して

表２ 最近の歯科診療報酬の改定に係る主な関係法令等の構成について

法 律 省 令 告 示 通 知 事務連絡

議会の議決を経て制
定される法形式

各省の大臣（この場合は厚生
労働大臣）が制定する命令

国などの公けの機関が必要な事項
を公式に広く一般に知らせる行為
のこと

国が都道府県等に所掌する事務に
ついて行政上の取り扱いの統一な
どを図るために発する命令のこと

通知の一種で比較的
軽微な内容のもの

健康保険法 保険医療機関及び保険医療養
担当規則などの一部改正
→経済上の利益提供による患

者誘引禁止が新設

診療報酬算定方法の一部改正
歯科診療報酬点数表

診療報酬算定の留意事項
→具体的な算定方法明示

疑義解釈資料

施設基準の一部改正
例 歯科外来診療環境体制加算
例 在宅療養支援歯科診療所
例 歯科技工加算

届出の手続き関連通知 疑義解釈資料

薬価基準の一部改正
材料価格基準の一部改正

改正の関連通知
改正の関連通知
使用歯科材料料の算定について

先進医療の施設基準の一部改正

療養の給付及び公費負担医療
に関する費用の請求に関する
省令

レセプト様式の一部改正 レセプト等の記載要領一部改正
歯科診療録，レセプトの使用可能
な略称通知

表３ 歯科診療報酬点数表の目次について

第一章 基本診療料
第一部 初再診料
第二部 入院料等

第二章 特掲診療料
第一部 医学管理等
第二部 在宅医療
第三部 検査
第四部 画像診断
第五部 投薬

第六部 注射
第七部 リハビリテーション
第八部 処置
第九部 手術
第十部 麻酔
第十一部 放射線治療
第十二部 歯冠修復及び欠損補綴
第十三部 歯科矯正
第十四部 病理診断

平成２６年４月版歯科診療報酬点数表目次から作成

１００ 上條：最近の歯科診療報酬制度の改定とプロセス
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いる「社会保険歯科診療報酬早見表」は，この告示
を参考に目次に従って毎回，製作されている。診療
報酬請求時に用いるレセプトは，点数表に示されて
いるこの目次に従って記入するようにレセプト様式
が告示されている。

基本的には，告示されている内容にしたがって，
診療報酬の算定要件やレセプトの記載方法などが通
知や事務連絡で示されている。

なお，前述のとおり，歯科診療所で保険診療に従
事する歯科医師に対しては，「保険医療機関及び保
険医療養担当規則」などに基づいて，保険診療を行
うこととされ，健康保険事業の健全な運営の確保に
努めることが求められているが，調剤薬局などでの
ポイントが問題視されたこと等，社会的関心事にな
り，最近の療養担当規則の改正により，不適切な患
者誘導を禁止する制度改正がなされた（表４）。

健康保険の財源が保険料や国，地方公共団体の公
金が多く使われており，公金の扱いについて，厳格
化されているのは，どこの世界でも共通する話と理
解される。

４ 中央社会保険医療協議会（いわゆる「中医協」）
と診療報酬の改定等について

テレビや新聞でも話題となるいわゆる中医協は，
中央社会保険医療協議会のことで，社会保険医療協
議会法に基づき設置され，概ね２年に１回行われる
診療報酬の改定についてここで協議され，決定され
ている。

委員の構成は，同法で，保険者，被保険者（加入

者）と診療側，公益の３者構成になっている（表
５）。平成１６年の日歯連事件での不適切な働きかけ
により中医協委員が数名逮捕されたことを契機に，
中医協の見直しがされ，議事録の公開や審議プロセ
スの透明化，公益委員の増員などが行われた。ま
た，医療技術について，新規技術を保険導入する場
合，一定の技術評価のプロセスを経て，導入される
ようになった。

また，社会保険医療協議会法では，診療報酬改定
についての答申を行うに当たって，診療報酬改定の
関係事項について，実施状況の検証を行い，公表す
ることが近年の法改正で制度化され，中央社会保険
医療協議会では，検証部会で改定後の検証作業が行
われており，関連の調査などが定期的に行われてい
る。

２０１４年４月の改定後の検証で歯科に関係するもの
を選ぶと表６の通り平成２６年度と２７年度に在宅歯科
医療等に関係する調査が行われることとなってお

表４ 保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正で
２４年４月以降に加わった事項（一部改変）

（経済上の利益の提供による誘引の禁止）
•第二条の四の二 保険医療機関は，患者に対して，受領

する費用の額に応じて当該保険医療機関が行う収益業務
に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康
保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利
益の提供により，当該患者が自己の保険医療機関におい
て診療を受けるように誘引してはならない。

•２ 保険医療機関は，事業者又はその従業員に対して，
患者を紹介する対価として金品を提供することその他の
健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上
の利益を提供することにより，患者が自己の保険医療機
関において診療を受けるように誘引してはならない。

厚生労働省 HP，平成２４年診療報酬改定，省令告示改正部分から作表
http : //www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/1-1.pdf

表５ 社会保険医療協議会法の概要について

設 置：
厚生労働省：中央社会保険医療協議会（「中医協」）
地方厚生局：地方社会保険医療協議会（「地方医療協」）

組 織：
保険者，被保険者（加入者）を代表する委員 ７人
医師，歯科医師及び薬剤師を代表する委員 ７人
公益を代表する委員 ６人
専門委員 １０人以内

所掌事務：
中 医 協：厚生労働大臣が定める療養の給付の費用など
地方医療協：保険医，保険医療機関の指定，指定取り消し

平成２５年度版社会保険六法社会保険医療協議会法より作表

表６ 平成２６年の診療報酬改定に伴い結果検証がされる主
な歯科関係の項目

○同一建物同一日の訪問診療等の適正化による影響調査
（平成２６年度実施）
→集合住宅等における在宅歯科医療の実施状況を検証

○訪問歯科診療の評価及び実態等に関する調査
（平成２７年度実施）
→改定に伴う訪問歯科診療への影響及び診療時間，患者

数等について検証
○明細書の無料発行の実施状況調査（平成２７年度実施）

→保険医療機関における発行状況や患者への影響等につ
いて検証

中医協総会平成２６年５月１４日配布資料 http : //www.mhlw.go.jp/file/05
-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000045807.pdf より作表
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り，調査内容が次の歯科診療報酬の改定の基礎資料
として参考にされる余地があると考えられる。

なお，社会保険医療協議会法では，各地方厚生局
に置かれている地方社会保険医療協議会についても
規定がされており，いわゆる地方医療協は，保険
医，保険医療機関の指定及び指定の取り消しについ
て，審議が行われることとなっている（表５）。

５ 保険外併用療養（患者申出療養と選定療養など）
について

保険外併用療養費制度は，２００６年の健康保険法改
正で制度化されたもので，保険導入の評価を行う評
価療養と保険導入を前提としない選定療養に分けら
れている（図２）。評価療養の１つとして先進医療の
制度があげられ，２０１２年以降の診療報酬改定で広範
囲支持型補綴（いわゆるインプラント義歯）や CAD-
CAM 冠（CADCAM 装置を用いた歯冠修復物）の技
術が先進医療から保険導入されている。

なお，保険導入を前提としない選定療養として，
金属床総義歯や小児う蝕に対する指導管理等が項目
にはいっている。

新技術を開発するのは，決して容易なことではな
いが，現在の枠組みでは，先進医療として導入され
た技術は，医科歯科問わず，保険導入の評価が行わ
れるプロセスになっていることから，先進医療とし
て導入できる技術について，歯科関係の研究機関が

今後，歯科診療でも適切に行っていける技術を申請
していけるように努力していけることが必要ではな
いかと考える。

医療費をある程度抑えていくことが求められてい
る時代背景からみて，歯科医療サービスの質を高
め，効率化が可能な技術に対しての要請が強い状況
の中で，適切な対応ができればベストであるといえ
よう。

また，安部晋三首相が，患者の申し出に基づいて
国内未承認薬等を混合診療として使えるようにする
新たな仕組みとして，患者申出療養を新設すること
を２０１４年６月に発表し，その後の閣議で決定された

表７ 規制改革実施計画（平成２６年６月２４日閣議決定）から
一部抜粋

困難な患者と闘う患者からの申出を起点とする新たな保険
外併用の仕組みの創設（いわゆる患者申出療養の創設）

困難な病気と闘う患者からの申出を起点として，国内未
承認医薬品等の使用や国内承認済みの医薬品等の適応外使
用などを迅速に保険外併用療養として使用できるよう，保
険外併用療養費制度の中に，新たな仕組みとして，「患者
申出療養（仮称）」を創設し，患者の治療の選択肢を拡大す
る。このため，次期通常国会に関連法案の提出を目指す。

① 安全性・有効性等の迅速な確認及び適切な実施体制
の構築

② 対応医療機関の充実（臨床研究中核病院及び協力医
療機関を想定）

③ 保険収載に向けた実施計画の作成及び実施計画の対
象外患者への対応

首相官邸 HP http : //www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/
140624/item1.pdf より抜粋

○評価療養（７種類）
•先進医療
•医薬品の治験に係る診療
•医療機器の治験に係る診療
•薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用
•薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用
•適応外の医薬品の使用
•適応外の医療機器の使用

○選定療養（１０種類）
•特別の療養環境（差額ベッド）
•歯科の金合金等
•金属床総義歯
•予約診療
•時間外診療
•大病院の初診
•小児う蝕の指導管理
•大病院の再診
•１８０日以上の入院
•制限回数を超える医療行為

中央社会医療協議会総会平成２６年１１月５日配布資料
http : //www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000063850.pdf

図２ 保険外併用療養費について

１０２ 上條：最近の歯科診療報酬制度の改定とプロセス
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規制改革実施計画（表７）において，患者申出療養を
創設することが示され，同日官邸が発表した日本再
興戦略改訂２０１４においても患者申出療養を新設する
ことが示された。

がんなどの困難な病気と闘う患者などの治療に関
する選択枝を拡大することが目的で，中央社会医療
協議会で，枠組みが検討されており，現在，国会に
関連法案が提出され，審議がされている。

なお，保険外併用療養に位置づけられる選定療養
の枠組みと歯科の自費診療は，別物で，現行の制度
では，補綴を行う前の根管治療までのプロセス等を
保険診療で行った後，患者が希望した場合に限り歯
冠修復にあっては歯冠形成（支台築造を含む。）以降，
欠損補綴にあっては補綴時診断以降を，保険給付外
の扱いとするとの取り扱いで，一度保険診療が修了
した後，自費診療へ移行できる取り扱いとなってい
る。

この取り扱いは差額診療が社会問題化されたこと
から１９７６年に決められ，その後，変更は行われてい
ない。しかしながら，保険外併用療養費制度が２００６
に新設されて，８年が経過し，患者申出療養が新た
に加えられることから，以前の療養環境に比較し
て，歯周治療におけるメインテナンス治療等，患者
さんを長期で管理する歯科医療サービスも以前より
増えてきている等診療形態も変化してきていること
から，今後，保険外併用療養での位置づけを歯科医
療としてどのようにするのかについては，慎重かつ
冷静な対処の余地がある。

６ おわりに

最近の医療保険制度の動きについて，触れてみた
が，社会保障に対する国民の関心が高まる中で，国
民皆保険制度を維持していくための多くの取り組み
がなされている。

多くの歯科医療従事者は保険医として，わが国の
社会保障制度を支えている職種である。しかしなが
ら，社会保障制度を維持していく上で，環境変化へ
の適切な対応を行いながら，ベストな方向性を模索
していくことが今後も必要であると思われる。
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