
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
最近のわが国における歯科医療政策のトピックス①～地

域包括ケアと新たな財政支援制度の創設と歯科医療～

Author(s) 上條, 英之

Journal 歯科学報, 115(1): 18-23

URL http://hdl.handle.net/10130/3546

Right



１ はじめに

わが国の歯科医療政策のトピックスを３回にわた
り，ご紹介させていただくこととし，第１回目の今
回は地域包括ケアと新たな財政支援制度（基金制度）
の創設について，その背景と歯科医療とのかかわり
に焦点をおいて紙面の限りを考え，図説を主体に触
れてみたい。

わが国の社会保障制度を担う歯科医療従事者に
とって，定期的に行われる診療報酬改定に対する関
心が非常に高いことは言うに及ばずの話である。

平成２６年４月に消費税改定を伴う診療報酬の改定
が行われるにあたり，平成２５年１２月２５日に開催され
た中央社会医療協議会において，社会保障制度改革
を進めていくための新たな財政支援制度（基金）の創
設が予定されていることが紹介された。

制度改革の一つとして，地域包括ケアシステムの
構築が示され，医療従事者の間でも関心が高まって
いるのが実状となっているが，近年の社会保障制度
改革を取り巻く周辺状況の変化に伴い，このような
政策推進がなされる背景が認められる。

最近，わが国は，急速な少子高齢化を迎えている
とともに，経済成長の鈍化により，家計収入が伸び
ない時代となったが，高齢化により，年金や医療等
の社会保障給付費が伸び続けている状況となってお
り，２０１４年には，１１５兆円に達し，国民総所得額の
３割を超えている（図１）。

これから，団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年
には，７５歳以上の人口が約１４００万人から約２２００万人
に急増すると予測（図２）されており，政府が社会保
障を支えていくために要する費用はこれからも増え
続けると考えられている。

医療，年金，介護の制度は，保険料と税金が大き
な額を占め，運営されているが，アベノミックスに
よる環境の変化はあるものの，一般的にまだ，勤労
者の収入が伸びない時代，税収の伸びもある程度の
抑制がされている中で社会保障制度を維持するた
め，相当の税金（公金）を投入するのが必要な状況に
変わりはない。

このため，サービスの効率化を継続的に求められ
ている。

一方で，内閣府が行っている平成２５年６月の「国
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「平成２３年度社会保障費用統計」，２０１２年度，２０１３年度，２０１４年度（予算ベース）
は厚生労働省推計，２０１４年度の国民所得額は「平成２６年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（平成２６年
１月２４日閣議決定）」

（注）図中の数値は，１９５０，１９６０，１９７０，１９８０，１９９０，２０００及び２０１０並びに２０１４年度（予算ベース）の社会保障給付費
（兆円）である。

図１ 社会保障給付費の推移（厚生労働省ホームページより引用）

（資料）総務省統計局「国勢調査」，国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成２４年１月推
計）出生中位（死亡中位）推計
２０１０年の値は総務省統計局「平成２２年国勢調査による基準人口」（国籍・年齢「不詳人口」を按分補
正した人口）による。

図２ 将来推計人口を含めた今後の日本の人口推移（厚生労働省ホームページより引用）
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民生活に対する世論調査」での「国民の政府に対す
る要望」として，医療・年金等の社会保障整備が約
６６％で，今回の調査では，景気対策よりも回答率が
高く，調査項目の中で第一位となっており（図３），
社会保障に対する国民の関心は，以前の調査をみて
も近年，高まる傾向を示している１）。

国民の社会保障に対するニーズが高いが，税収が
伸びないことから，税と社会保障の一体改革を進め
ていくことが日本国政府の重要な政策課題として位
置づけられるようになってきた。

最近の動きをみると，平成２４年に法改正を伴う税
と社会保障に関する制度改正が行われ，消費税が平
成２６年４月に５％から８％に引き上げられ，今後も
平成２９年４月以降，消費税を８％から１０％に再度引
き上げを行うことが予定されている。

また，社会保障改革については，平成２５年１２月に
プログラム法が制定され，今後，子育てや医療介
護，年金などについて，何年かにわたり，制度改正
がおこなわれることとなっている２）（表１）。

なお，社会保障サービスについて，２６年４月の消
費税改定の際，医療保険，介護保険に関する報酬改
定が行われたが，社会保障制度改革の一環として，

本年６月の法律改正で，効率的で質の高い医療提供
体制と地域包括ケアシステムの構築のため，いわゆ
る医療介護総合確保法という法律が制定され，医療
介護に関する推進を図るため，前述の基金制度の創
設が行われることとなった。

もちろん，この基金制度は，歯科医療も対象に
なっている（図４）。

表１ 社会保障・税一体改革による社会保障の充実

子供・子育て 子供・子育て支援の充実（待機児童の解消
など）

医 療・介 護 医療・介護サービスの提供体制改革
•病床の機能分化・連携，在宅医療の推進

等
•地域包括ケアシステムの構築
医療・介護保険制度の改革
•医療保険制度の財政基盤の安定化
•保険料の国民負担の公平確保
•保険給付対象となる療養の範囲の適正化
•介護給付の重点化・効率化
•介護保険の保険料の低所得者軽減強化
難病・小児慢性特定疾患に係る公平で安定
的な制度の確立

年 金 現行制度の改善（低所得の高齢者，障害者
などへの福祉的給付等）

首相官邸ホームページ 社会保障・税一体改革ページ
より作成

資料：内閣府：国民生活に関する世論調査
図３ 政府に対する要望（上位４項目）
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本稿では，税と社会保障の制度改革が進められる
中で，歯科医療へのかかわりについて，いままでの
施策の経緯に触れながら最近の社会保障制度改革の
トピックスについての紹介を試みたい。

２ 医療制度改革と在宅医療・在宅歯科医療に関す
る位置づけの重視

１９９０年と２０１４年を比較すると，国民所得額の伸び
率が２４年間で１０％を切るにもかかわらず，社会保障
給付費のうち，医療費については，高齢化の影響で
倍増している（図１）。

このため，１９８４年ごろから継続的に医療保険制度
改革が行われ，近年では，医療法，健康保険法の改
正が数年毎に継続的に実施されている。

人口の高齢化などにより社会保障に関する制度改
革が継続的になされているのは，日本のみならず，
欧米諸国でも同様である。

ところで医療費適正化に向けてのトレンドとして
は，わが国が他の欧米諸国と比較して，いわゆる在

院日数が長いことから，平均在院日数を短縮するた
めの対応が継続的に行われている。

近年，在宅医療を重視する流れは，入院医療の適
正化を図る施策からきているもので，在宅医療が重
視されることとあいまって，医療提供の形態にも変
化が生じ，医療連携や介護連携による地域医療の提
供が重視されるようになってきた。

在宅歯科医療についても，結果的に地域医療にお
ける位置づけが重視されるようになってきている。

ところで，歯科訪問診療について，一部の歯科診
療所が実施しているのが実状ではあるが，１９９９年以
降の実施件数の推移について厚生労働省の医療施設
調査の結果をみると，調査を重ねるごとに，実施件
数が増え続けている（図５）。

また，医療保険の制度として平成２０年に新設され
た在宅療養支援歯科診療所の届出を行っている機関
数は，制度創設当初の平成２０年に約３千であった
が，年々増え続けており，平成２５年の段階では，約
５５００となった（図６）。

なお，厚生労働省が毎年実施している診療行為別
調査で歯科訪問診療に当たる在宅医療の１件当たり
点数については，平成２０年に１１．２であったのが，
平成２５年に２６．４になっており，レセプト１枚当たり
の歯科診療行為の総数でみると，平成２０年に１２８５．５
であったのが，平成２５年に１２６５．４を示し，横ばいか
少し点数が落ちている状況から比較しても，診療行
為での在宅診療が歯科診療で，伸びてきていること
を示している。

居宅サービスなど，介護報酬の面でも医療経済実
態調査では，個人の歯科診療所について，平成２１年
の調査で，介護収益が年間で１万２千円であったも

中央社会保険医療協議会２０１３年１２月２５日
配布資料総８－３より引用
図４ 医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな

財政支援制度の仕組み

資料：厚生労働省「医療施設調査」
図５ 歯科訪問診療実施件数（１歯科診療所当たり）の年次

推移

中央社会保険医療協議会配布資料より作図
図６ 在宅療養支援歯科診療所（届出）数の年次推移
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のが，平成２５年には，年間で９万７千円になってお
り，約４２００万円の医業収益（平成２５年）に対してわず
かな数字でしかないが，以前に比べて，歯科医院の
経営にわずかであるが，寄与している状況なのでは
ないかと考えられる。

もちろん，すべての診療所が対応しているわけで
はないが，結果的に，わずかではあるが，在宅歯科
医療の需要が増えている分，在宅歯科医療を行って
いない歯科診療所の稼働率を上げる効果は，まった
くゼロではないと考えられる。

３ 地域包括ケアと新たな基金制度について

地域包括ケアシステムについて，少し耳慣れない
ことばであるため，紹介をさせていただきたい。本
年６月に制定されたいわゆる医療介護総合確保法で
規定されている定義によると，「地域包括ケアシス
テム」とは，「地域の実情に応じて，高齢者が，可
能な限り，住み慣れた地域でその有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるよう，医療，
介護，介護予防，住まい及び自立した日常生活の支
援が包括的に確保される体制」のことで，概ね３０分
以内に必要なサービスを日常生活の圏域（具体的に
中学校区）で，高齢者等に対して提供されることが
想定されており，以前から，地域で完結させるケア
を進める考え方として，存在していた（図７）３）。

政府の社会保障と税の一体改革の一環として設置
された社会保障制度改革国民会議においても，平成
２５年８月に取りまとめられた報告書で地域包括ケア
システムを構築することが提言されている。今後も
医療を要する要介護者は増加しており，医療と介護
の連携を図る上でも地域包括ケアシステムの構築を
図ることが重要な政策課題と位置づけられている。

ところで地域包括ケアシステムの構築を図るとと
もに，効率的で質の高い医療提供体制の構築を図る
ことを目的として制定がされた医療介護総合確保法
では，国の方針に基づき，都道府県が在宅医療（歯
科医療を含む）の提供や医療や介護の従事者の確保
を図るための計画を定め，都道府県が基金を設定し

表２ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関
する法律（医療介護総合確保法）

１ 法律の目的：
効率的で質の高い医療提供体制の構築
地域包括ケアシステムの構築

２ 国の総合確保方針：国に総合確保方針を定める義務。
３ 都道府県計画：国の方針に基づき，

①在宅医療の提供
②公的介護施設等の整備
③医療介護従事者の確保などについての計画を定める

４ 基金と財源：都道府県が基金を設定した場合，
都道府県計画に国が資金の３分の２を補助，
財源は，消費増税分の収入

厚生労働省ホームページより引用
図７ 地域包括ケアシステムの姿

上條：地域包括ケアと新たな財政支援制度の創設と歯科医療２２
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た場合に，国が資金の３分の２を補助できる仕組み
になっており，財源は消費増税分の収入を用いるこ
とと法律で規定されている（表２）６）。

国の財政状況が厳しいので，国自体が平成２６年度
の予算要求の段階で，医療関係の予算事業のリスト
ラを行って，財源確保のための対応をされている側
面は否めないが，国が平成２６年９月に定めた総合確
保方針に基づき，都道府県が計画を定めて，在宅医
療に関する事業が今後行われることとなり，在宅歯
科医療に関する事業の充実がいままでよりもなされ
る可能性は高い。

なお，少し古い話になるが，平成２６年３月に国が
都道府県に対して行った説明会においては，歯科関
係の事業案が示されている（表３）４）。個々の地域の
特性に応じての対応がされるのではないかと考えら
れる。

地域包括ケアについて，すでに平成２６年４月にお
ける医科の診療報酬改定においては，地域包括ケア
病棟入院料が新設されるとともに，主治医機能を評
価する一環として，地域包括診療料の新設が行われ
ている。歯科においても，平成２６年４月の改定は，

直接ではないが，在宅歯科医療の側面で地域包括ケ
アを意識した改定がなされている。次回以降の歯科
の診療報酬改定において，さらに何らかの対応がな
される可能性は否定できない。

４ おわりに

今回，連載の第一回目として，最近のわが国にお
ける歯科医療政策のトピックスに位置づけられる地
域包括ケアと新たな財政支援制度の創設に伴う歯科
医療の関わりに焦点をおいて，制度のご紹介をさせ
ていただいた。

社会保障制度改革の一環として進められている施
策であることから，今後，個々の歯科医療機関にお
いて，以前にも増して，直接間接を問わず，地域包
括ケアに関係する歯科関係業務が増えてくるのでは
ないかと期待される。
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動向．日本歯科評論，７４⑺：１３７－１４２，２０１４．

５）寺澤奉大，根岸隆史：医療提供体制及び介護保険制度改
革の概要と論点－地域における医療及び介護の総合的な確
保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案－．
立法と調査，３５１：２１－６７，２０１４．

６）第一回医療介護総合確保促進会議配布資料（厚生労働省
保険局），平成２６年７月２５日，東京，２０１４．

７）厚生労働省：厚生労働白書 平成２６年版 健康長寿社会
の実現に向けて 健康・予防元年，日経印刷，東京，
２０１４．

別刷請求先：〒１０１‐００６１ 東京都千代田区三崎町２－９－１８
東京歯科大学歯科社会保障学 上條英之

表３ 新たな財政支援制度（基金）で対象となる事業案
（H２６年３月２０日，厚生労働省主催都道府県説明会配布
資料）

① 地域医療支援病院等の患者に対する歯科保健医療の推
進

② 在宅医療の実施に係る拠点の整備
３ 在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援体制の整備
④ 在宅歯科医療連携室と地域包括支援センター等との連

携の推進
⑤ 難病や認知症での在宅療養者の歯科サービス実施のた

めの研修
６ 在宅歯科医療実施のための設備整備
⑦ 在宅歯科患者搬送者の設備整備
⑧ 在宅歯科医療を実施するための人材の確保支援
⑨ 医科・歯科連携に資する人材養成のための研修の実施
⑩ 歯科医師，歯科衛生士，歯科技工士の確保対策の推進
⑪ 歯科衛生士・歯科技工士養成所の施設・設備整備

〇で数字を囲んだ項目は地域包括ケアの推進に
必要と考えられている事業
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