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１ はじめに

近年，わが国では，少子高齢化が急速に進み，医
療保障を含め社会保障制度への国民の関心が高まっ
ているが，２０１４年秋に公表された２０１２年度の国民医
療費は３９兆２１１７億円で，最近は毎年１兆円近く増え
続けている。２０１３年度は，４０兆円を超す見込みで，
国民所得に占める割合は１１％をすでに超えている
（図１）。
社会保険制度は，国民の相互扶助が基本で，社会

経済的な推移を踏まえながら，制度の改良を継続的
に加え続けることが制度の維持に必要である。
最近，保険料の引き上げや消費税の引き上げなど

で，医療費増加への対応がなされ，国民負担が年々
上がる状況になっていることから，医療費適正化が
国の重要な施策と位置づけられており，団塊の世代
が後期高齢者となる２０２５年に向けて，適切な対応を
求められる時代となった。
２０１３年８月，厚生労働省が，２０２５年に向けて，増
え続ける医療費を５兆円抑えるための取組みとし
て，「国民の健康寿命が延伸する社会」に向けた予
防・健康管理に係る取組の寿推進を公表し，高齢者

への介護予防等の推進や現役世代からの健康づくり
の推進などを行っていくことが示されており，この
中には，歯科保健の内容も含まれている。
第３回目に当たる今回は，最近の医療費適正化の

動きと背景について歯科保健医療施策への反映の動
きを含めながら触れることとする。

２ 医療保険制度改革と医療費適正化の動き

１９８０年代以降わが国では，将来の高齢化を踏ま
え，継続的に医療保険制度改革が行われており，
１９８２年に老人保健法が制定されるとともに１９８４年の
健康保険法改正で，患者本人の１割負担が導入され
る等の制度改革が行われ，その後も，制度の見直し
が行われている。
中でも２００６年の改革は，新たに「高齢者の医療の

確保に関する法律」が制定され，後期高齢者に対す
る医療保険制度の新設が行われ，各都道府県が医療
費適正化計画を５年に１回策定することが制度化さ
れた。
生活習慣病対策の推進として，特定健康診査（以

下「特定健診」），特定保健指導がはじまり，保険
外併用療養費制度（以前は「特定療養費制度」と
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いっていた）もこのときの制度改革で開始された。
当時の制度改革も医療費適正化の色合いが強かっ

たが，背景には，「医療費の総枠管理」（キャップ
制）を導入する声が当時は強く，この時の改革で
は，キャップ制を導入しないものの，特定健診や保
健指導，生活習慣病対策等を進めて，医療費適正化
計画をたてて，医療費抑制に資するという施策推進
を行うことで，「医療費の総枠管理」（キャップ制）
の導入が見送られたのが実状であった。
なお，特定健診，特定保健指導に，現状は，歯科

の内容が入っていないのは，当時，歯科医療費は，
増加傾向になく，また，歯科医療サービスが一般医
療費に影響するというコンセプトがなく，医療費適
正化の対象になりえなかったことから，導入はされ
なかった。
最近の動きとして，２０１４年６月に経済財政諮問会

議が公表した「経済財政運営と改革の基本方針２０１４」
において，医療費適正化を目的として，健康保険の

図１ 医療費の動向
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平成２６年度厚生労働白書資料編②医療保険の図を改変

表１ 保険者機能の強化と予防・健康管理の取組
（経済財政運営と改革の基本方針２０１４から一部抜粋）

サービス提供の効率化や質の向上を図るためには，保険
者機能の強化が欠かせない。
国民健康保険については，財政運営等を都道府県が担う

こととしていく中で，

（中 略）

医療費適正化のインセンティブを強化する観点から，後
期高齢者支援金の加算・減算の仕組みの活用を検討する。

（中 略）

また，保険者が被保険者に本人の予防・健康管理への取
組に応じてインセンティブを付与する取組を推進する。地
域保健・職域保健の連携を推進する。
また，転職，結婚等により被保険者が保険者の間を移動

しても保険者が情報を継続的に知ることができるよう，レ
セプトデータ等への社会保障・税番号等の番号導入につい
て検討を早急に進める。

首相官邸ホームページ，２０１４年６月２４日
第１２回経済財政諮問会議資料１から作成
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加入者が予防，健康管理への取組を行った場合に，
健康保険制度の保険者がインセンティブを与える取
組を推進する旨の提言がなされている（表１）。
一例として岡山県総社市が，特定健診を受け，保

険診療を受診しなかった世帯などに１万円を贈呈す
るとの新聞報道が２０１４年６月にされていることがあ
げられる。
現在（２０１５年５月１８日時点），国会で審議がされて

いる医療保険制度改革関連法案においても，予防・
健康づくりのインセンティブを強化するため，個人
に対するヘルスケアポイントの付与等が内容に含ま
れている。
また，後期高齢者に対する医療保険制度は，現役

世代（各医療保険者）からの後期高齢者支援金により
運営されており，後期高齢者医療の財源構造をみる
と，医療費総額の４割は，健康保険や国民健康保険
等の他の制度からの支援金で成り立っている。
なお，２０１３年度から，特定健診，特定保健指導の

実施の有無等に基づき，実施された保険者には支援
金の減算がされ，実施されていない保険者は，支援
金を加算する制度が創設された（図２）。

前述の医療保険制度改革関連法案の内容の１つに
含まれており，保険者による健康づくりを促進する
仕組みが制度化されることになると考えられる。
ところで，５年毎に見直しが行われる医療費適正

化計画について，国が定めるいわゆる第２次の「全
国医療費適正化計画」が２０１４年３月に定められてお
り，今回の計画においては，都道府県が行う医療費
適正化に資する施策として，高齢者の健康づくりを
進めるにあたって，歯と口腔の健康づくりがはじめ

表２ 全国医療費適正化計画（平成２６年３月告示）で新設され
た歯科関係の内容

第四 都道府県医療費適正化計画における地域の課題を踏
まえた医療費適正化に資する特徴的な施策

二 高齢者の健康づくり等の推進
２ 歯と口腔の健康づくり

８０２０運動を引き続き推進し，高齢者の誤嚥性肺炎，低栄
養等の予防を図るため，口腔ケアに係る体制整備及び在宅
歯科医療を促進するとともに，歯科口腔保健の推進に関す
る法律（平成２３年法律第９５号）に基づき生涯にわたる歯・口
腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進する取組

厚生労働省ホームページ
「法令データベースサービス」第１１編保険より作成

首相官邸ホームページ「第７回産業競争会議医療・介護等分科会」
（平成２６年３月２８日）厚生労働省配布資料より引用

図２ 後期高齢者支援金の加算・減算制度

２０４ 上條：医療費適正化施策と歯科保健医療サービス
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て位置づけされ，高齢者の誤嚥性肺炎や低栄養等の
予防を図ることを目的として，内容の新設が行われ
ている（表２）。
２０１４年度から，後期高齢者に対する保険者が実施
する歯科健診への補助制度が新設されたことが影響
していると考えられ，歯科の位置づけは，歯科医療
費というよりは，医科の医療費影響や全身の健康保
持の側面として，加わった色彩が強いと考えられ
る。また，２０１１年に歯科口腔保健の推進に関する法
律が制定された影響も考えられる。

３ 医療費適正化に関連する
歯科保健施策の今後の展開

医療費適正化や歯科口腔保健の推進に関する法律
の制定等に関連して，ここ数年，新規の予算要求が
行われているが，国の予算要求にあたってのスタン
スにおいて，基本的な方針が毎回，定められてお
り，２０１０年度の予算要求から医療や年金等の社会保
障費の自然増が全額認められるようになった。
それまでは，社会保障費について，毎年約２，０００

億円程度の縮減が行われていた。そのかわり，２０１０
年度以降，既存の裁量的経費と呼ばれる政策経費が
毎年一定割合削られて，新規の予算要求について一
定の枠で認める対応が行われている。
２０１５年度予算要求においては，各省庁の要望枠と

して，「新しい日本のための優先課題推進枠」が設
けられ，経済財政運営と改革の基本方針２０１４（いわ
ゆる「骨太の方針」）や「成長戦略」等で触れられた
課題について，予算要望を行うこととなっている。
（図３）。
医療費適正化が重要課題となっていることも影響

し，健康保険法を所管する保険局で歯科保健関係の
多くの予算が要求されている。
２０１５年１月の予算案では，２０１５年１０月に予定され
ていた消費税の８％から１０％への引き上げが２０１７年
４月に延期され，予算要求のスタンスが厳しくなっ
たものの，表３に示すとおり，新規事業として，
「保険者における歯科口腔保健推進事業」が項目と
して新規に加えられ，２０１４年度からはじまった後期
高齢者の加入者（被保険者）の歯科健診を行う補助事

財務省HP「平成２７年度予算要求概算要求」より引用

図３ 平成２７年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について

表３ 平成２７年度厚生労働省予算案における主な歯科保健関
連の項目と予算

○保険者における歯科口腔保健の推進事業
約０．１億円（ ０円）

○後期高齢者医療の被保険者に係る歯科健診事業
約６．０億円（約４．９億円）

○歯科口腔保健推進事業 約１．５億円（約１．１億円）

註：（ ）内は，２６年度予算の金額

都道府県地域保健・産業保健・介護保険担当理事連絡協議会
（平成２７年１月２１日，日本歯科医師会主催）の配布資料より作成
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業が増額になっており，２０１５年の予算案を見る限
り，歯科保健サービスを歯科医師，歯科衛生士等歯
科医療従事者が提供する機会が増えていくものと期
待される。
先ほどの基本方針や成長戦略に直接関係しない国

の予算は，毎年，一定割合の削減が継続的になされ
ており，今年の場合も同じで，歯科医師臨床研修に
関係する予算案について昨年度より削減が行われて
いる。
なお，歯科医師臨床研修の予算が削られると，歯

科医師国家試験が難しくなって，合格率がおちると
の考えを持つ方がいるとの話を聞いたことがある
が，医師臨床研修の予算もこの数年，継続的に削ら
れている。むしろ，いままでの国の概算要求に対す
るスタンスを見る限り，国の予算編成の運用が厳し
いことと，制度ができてすでに９年たち，制度が定
着されていることからくる減額対応の側面が続いて
いることに起因するのではないかと考えられる。

４ 医療保険制度改革に関連するその他の動き

１）都道府県ごとの医療費支出目標を設定する方向
について
都道府県が策定している医療費適正化計画を踏ま

え，２０１４年４月に開催された経済財政諮問会議にお
いて，話題となり，フランスでの医療費支出目標制
度などが紹介され，国や都道府県ごとの医療費の水
準の在り方について，検討を進める旨の指示がさ
れ，政府の社会保障制度改革推進本部で７月に専門
調査会が設置された。
内閣府に「医療・介護情報の活用による改革の推

進に関する専門調査会が２０１４年８月に第一回の会合
を開き，地域横断的な医療・介護情報の活用方策等
の調査検討が進められている（図４）。専門調査会で
の検討結果を踏まえ，なんらかしらの報告書がとり
まとめられ，それにそって，医療保険制度改革が進
められていくと考えられる。
なお，現在（２０１５年５月１８日時点），国会で審議が

されている前述の改革法案では，都道府県が定期的
（現在は５年毎，今後は医療計画と介護計画との整
合性を確保するため６年毎に変更）に定めている医
療費適正化計画について，今後，都道府県が医療機
能の分化・連携や地域包括ケアシステムの構築のた
めに策定される地域医療構想と整合する適正化の目
標（医療費の水準や効率的な医療の提供）を定めるこ
とになっている。

第８０回社会保障審議会医療保険部会（２０１４年９月１９日）参考資料１より引用

図４ 社会保障改革プログラム法に基づく改革推進体制について

２０６ 上條：医療費適正化施策と歯科保健医療サービス
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（注）コンピュータチェックを契機とする査定についても，職員が確認の上，審査委員が審査

第７７回社会保障審議会（２０１４年６月２３日）資料２（P７）より引用

図６ 原審査査定点数に占めるコンピュータチェックの寄与率（支払基金）

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

支払基金
査定率（件数） ０．８４８％ ０．８４７％ １．０８３％ １．００４％ １．１３３％

査定率（点数） ０．１９７％ ０．２００％ ０．２１７％ ０．２３７％ ０．２５９％

国 保 連
査定率（件数） ０．５５９％ ０．５５１％ ０．７７３％ ０．６６０％ ０．８１４％

査定率（点数） ０．１１２％ ０．１１１％ ０．１１４％ ０．１２３％ ０．１５２％

（注１）件数率＝査定件数÷請求件数 点数率＝査定点数÷請求点数
（注２）国保連：平成１０～１９年度は４月～３月審査分の国保＋老人，２０～２４年度は４月～３月審査分の国保＋後期高齢（２０年４月審査分は老人保健分）
（注３）支払基金：平成１０～１９年度は４月～３月審査分，平成２０年度以降は５月～４月審査分

第７７回社会保障審議会医療保険部会（２０１４年６月２３日）資料２（P９）より引用

図５ 支払基金と国保連（全国平均）の査定率の推移
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２）診療報酬の審査について
支払い基金や国保連合会の審査で，以前よりもレ

セプトが戻ってくるとの情報を複数の方からいただ
いたことがある。２０１４年６月２３日に開催された第７７
回社会保障審議会医療保険部会で，審査支払機関に
ついての資料が配布されており，それによると，近
年，審査支払い機関の査定率が２４年度までのデータ
では，上昇傾向にある（図５）。
また，審査にあたり，コンピューターチェックの

割合が増えている（図６）。さらに，平成２４年度以
降，支払い基金，国保連合会において，医科歯科の
レセプトと調剤レセプトの突合審査並びに過去６か
月分のレセプトを縦覧審査を行うようになっている
（図７）。
レセプトが以前よりも戻ってくるとの指摘は，こ

こに示した通り，審査方法が以前に比べ変わってき
ていることが影響していると考えられる。
３）歯科医療従事者の養成について
２０１４年の６月に歯科衛生士法と歯科技工士法の改
正が行われ，歯科衛生士は，市町村保健センター等
でフッ化物塗布を行う場合，歯科医師の直接の指示

のもとで行うとの条文であったものが，現場の状況
にあわせ，直接が削除され，歯科医師の指示のもと
に行う改正がなされ，歯科技工士については，いま
まで都道府県で個々に行われていた試験を全国統一
で行うための法改正が行われている。これらの改正
は２０１５年４月から施行される。
また歯科医師については，歯科専門職の資質向上

検討会で歯科医師臨床研修制度について報告書が示
されており，歯科治療において，高齢者が増えてい
ること等に伴い，歯科医師の研修プログラム等でも
改良を行う制度改正が２０１６年４月を目途に行われる
こととなる。
なお，歯科専門職の資質向上検討会では，歯科技

工士試験が統一試験として実施されることになるこ
とから，その環境整備のための検討が行われている
が，その他の医療関係職種の多くは修業年限が３年
で養成されていることから，この検討会でも歯科技
工士の修業年限の延長について意見があった。
卒直後の歯科医師臨床研修については，現在１年

以上の研修を受けることが事実上義務付けられてい
るが，一部で２年以上の実施を将来的に義務化すべ

第７７回社会保障審議会医療保険部会（２０１４年６月２３日）資料２，P８より引用

図７ レセプトの電子化に対応した縦覧・突合審査の導入

２０８ 上條：医療費適正化施策と歯科保健医療サービス
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きとの指摘も当初あった。
歯科医師の現場での診療形態は，急速な少子高齢

化が進んでいることから，今後，対象となる患者が
変わり，より基礎疾患を意識しながら診療を行うよ
うに変化してきており，将来的には，歯科医師臨床
研修の年限を医師と同じ２年以上とすることも，歯
科医師の質を高めていく上で，必要な対応になって
くるのではないかと考えられる。

５ おわりに

今回は，３回の連載の最終号として最近のわが国
における歯科医療政策のトピックスについて，新聞
などで記事になっている内容を加え，現在（２０１５年
５月１８日時点），国会で審議されている医療保険制
度改革関連法案の内容も触れながら医療費適正化の
動きの中での歯科保健医療の位置づけについて，主
にご紹介をさせていただいた。
これからも少子高齢化が進むわが国においては，

明るい兆しが見受けられるものの，顕著な経済的な
好転までにはいたっていないこと等から，今後も社
会保障制度改革が継続的に進められるものと考えら
れるが，後期高齢者が増え続けていることから，今
後，医療保険制度の運用面での厳しさがでてくるの
かもしれない。
しかし，多くの歯科医療従事者が，国民の歯科医

療ニーズに日々的確に対応されていることが一因に
なっていると考えられるが，国の歯科医療の位置づ

けについては，例えば医療費適正化計画でも，誤嚥
性肺炎と口腔ケアの関わりなどから，新たな歯科保
健サービスを新設する動きがある等，以前よりも歯
科保健医療対策が充実されてきている方向になって
いると考えられる。また，歯科医療サービスの基本
は，従事者がどの程度，個々のサービス提供に対応
できるかが基本であり，歯科医療従事者の資質を引
き続き向上させていくための方策が引き続き求めら
れることになるのではないかと考える。
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