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はじめに

少子高齢化が急速に進むわが国において，団塊の
世代が後期高齢者の仲間入りをすることとなる２０２５
年に向けて，医療と介護の一体的な提供体制を普及
定着することが求められるようになってきている
が，この背景には，高齢化などにより，医療や年金
等の社会保障給付費が毎年，増え続けていることが
あげられており，２０１６年の段階で医療や年金等の社
会保障給付に要する費用は，１１８兆円で，国民総所
得の約３割を占めるようになっており，医療介護の
保障面では，適正化を行いながら，良質なサービス
を提供していくことが政策的に重視されている。

また，高齢化が進むことで最近は社会保障に対す
る国民の関心が高まり，日本国政府が毎年行ってい
る世論調査で，政府への要望として，医療や年金等
の社会保障を充実することへの関心が第一位を示す
ようになった１）。このため，２０１７年度の政府予算の
案においても，予算要求スタンスが厳しい中で，年
金や医療等の増額について，一定額が認められてい
る。

また，健康への関心も高まる傾向にあり，２０１４年
の厚生労働白書において，健康に対する不安がある
と回答したものが約６割で，このうち，歯が気にな
ると回答したものが約４分の１の２６％を示し，各世
代の状況で，現在歯が多い若年世代でやや高いもの
の，世代別でみて，それほどの大差は見受けられな

い（図１）２）。
なお，医療介護を一体的に提供していく流れも影

響し，地域で高齢者が自立した日常生活を営むこと
ができるよう，いわゆる「地域包括ケアシステム」

（図２，表１）の構築が全国的に注目されるように
なってきた。すでに，行政の組織改革でも動きがあ
り２０１６年４月から，保険医や保険医療機関，診療報
酬の施設基準等の事務を行っている厚生労働省の地
方支局である地方厚生局に，地域包括ケアシステム
の整備定着を目的とした「地域包括ケア推進課（北
海道を除く）」が新設されるなど，各地域で推進体
制が整備されており，今後，医療介護の一体的提供
を整備していく過程では在宅での医療サービスが普
及定着していく流れがさらに強まることから，結果
的に在宅の歯科診療についても地域で，充実強化さ
れていく方向にいままで以上になってくる可能性が
考えられる。

しかしながら，最近は，将来の人口減少が必至で
あることから，適切な対応を図ることが，政府の施
策において重視されるようになってきた。内閣府が
行った「選択する未来委員会」の配布資料３）による
と，約１００年後の２１１０年の人口が約４，３００万人に減少
すると予測されているとともに出生率が２．０７に回復
した場合，今の人口減少トレンドが変わり約１世紀
後の２１１０年に人口が約９，７００万人なると予測されて
いる（図３）。おそらくこの検討会での検討結果は，
他の政策にも影響し，２０１５年１０月に首相官邸に一億
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総活躍社会国民会議が設置されることに間接的につ
ながっている。まだ，記憶に新しいと思うが，２０１６
年６月２日の閣議で，「ニッポン一億総活躍プラン」
が決定され，一億総活躍社会の実現に向けての試み
がわが国で始まったが，このようなプランが示され
たのは，社会保障制度を維持していく上で，少子化
を乗り越えていくことが主眼とされる。そもそも，
最近のわが国の厚生行政施策において，少子化対策
を積極的に進めることについては，相当の議論もあ
り，出生数を引き上げるための政策推進について以
前は，あまり積極的ではなかった側面も見受けられ
た。政府が政策介入するまでには一定の時間を要し
たが，少子化対策の推進が以前よりも重要な施策と
しての位置づけがされるようになり，消費税の改定
と合わせて，社会保障施策を進めていくにあたり，
少子化対策への舵とりが変わり始めた。そして，社
会保障施策の推進に当たっての子育て対策へのシフ
トが変化し，待機児童の解消や保育士の方の処遇改
善等，一定の出生数回復のための対応がなされるこ

ととなった。子供の医療制度についても２０１６年３月
に検討会の報告がまとめられており，子供の場合の
医療費の患者負担についても見直しが将来される可
能性がある。まさに，人口減少社会への対応がはじ
まっており，今後，各分野において，影響がでてく
ると思われるが，かりに半世紀年後に一億の人口が
維持される場合，今の予測よりも１，３００万人近くの
人口増加に予測が変わることになるので，歯科医療
の供給体制の側面においても影響し，歯科医師需給
対策をはじめ，歯科保健医療施策への影響がある程
度，生じるものと推察される。

ところで，医療や年金，福祉等に代表される社会
保障とは，「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目的に
より公的責任で生活を支える給付を行う」（１９９３年
社会保障審議会社会保障将来像委員会第一次報
告４））とされている。「すべての国民が，健康で文化
的な最低限度の生活を営む権利を有し，国が，すべ
ての生活部面で，社会福祉，社会保障及び公衆衛生

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

２ 上條：社会保障制度改革と歯科保健医療サービスの展望
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の向上及び増進に努めなければならない」（日本国
憲法第２５条）と憲法で社会保障について規定されて
いることを受け，発展してきた分野であり，社会保
険や社会福祉，生活保護などの幅広い分野での対応
がされている。

わが国の社会保障施策は，社会経済の状況に応じ
て，推進環境の変化を踏まえながら対応されてきて
いるが，特に医療保障の側面については，早くから
皆保険制度の定着に基づき進められ，高齢化によ
り，健康長寿への国民の関心の高まりを受け，今
後，介護との連携の上での施策の推進が求められて
いる面は否定ができない。また，歯科医療の提供の
面では，歯科医学，歯科医療の発展を基礎として成
り立っているものの，前述の介護との連携の面を重
視しながら施策の推進がされてくると考えられる。
いままで述べてきてことは，日常の歯科診療の流れ
にも影響することであり，高齢化と将来の人口減少
が進み，制度改革の必要性が各分野で高まっている

なかで，最近の保健医療政策を含む社会保障改革を
めぐる状況を踏まえながら，歯科医療について，こ
れからの展望について本稿で触れることとする。

一億総活躍社会の実現に向けての
社会保障施策の動き

一億総活躍社会とは，わが国における少子高齢化
対策を推進していくための総合的な施策として政府

表１ 地域包括ケアシステムの定義

地域包括ケアシステムとは
○地域の実状に応じて，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が営むことがで
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をいう。

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第２条より

厚生労働省ホームページ（http : //www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo
/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link１-４.pdf）より引用（2016 年 8 月 5 日時点）

図２ 地域包括ケアシステム

歯科学報 Vol．１１７，No．１（２０１７） ３

― ３ ―



が示したもので，「これから５０年後に人口を一億に
維持し，一人一人の日本人誰もが，家庭で，職場
で，地域で，生きがいをもって充実した生活を送る
ことができること」とされている（表２）。この一億
総活躍社会の実現に向けては，首相官邸で開催され
た一億総活躍国民会議で２０１５年１０月に示された資料
によると，第一の矢「希望を生み出す強い経済」，
GDP６００兆円，第２の矢「夢をつむぐ子育て支援」
希望出生率１．８，第３の矢「安心につながる社会保
障」介護離職ゼロとなっており，とくに，第３の矢
として示されている「安心につながる社会保障」の

内容には，健康寿命の延長が含まれており，その項
目の一つとして，予防に重点化した医療制度の改革
が示されている（図４）。ところで，以前の診療報酬
改定でも行われてはいるが，２０１６年４月の歯科の診
療報酬改定において，歯科疾患の重症化予防を行う
ための改定が行われたことと結果的にリンクしてい
る。言うに及ばずではあるが，世界保健機関（WHO）
が２０００年に提唱した健康寿命という概念は，国の政
策では２０１３年４月から開始され，２０２２年度（２０２２年
４月から２０２３年３月まで）まで行われることとなっ
ている「二十一世紀における第二次国民健康づくり
運動（健康日本２１（第二次））」において，強調がされ
た。図５に示すとおり，そもそも平均寿命と健康寿
命にはかい離があり，平均寿命と健康寿命の差を縮
減していくとともに，健康寿命をいかに伸ばすか
が，保健医療政策における重要な課題となってい
る。

なお，歯科口腔保健の推進に関する法律が２０１１年
に制定されたことから，健康日本２１（第２次）の設定
される時期とも概ね政策推進時期が一致したことか

表２ 一億総活躍社会とは

●少子高齢化という日本の構造的な問題について，正面か
ら取り組むことで歯止めをかけ，５０年後も人口１億人を
維持

●一人ひとりの日本人，誰もが，家庭で，職場で，地域
で，生きがいを持って，充実した生活を送ることができ
ること

第１回一億総活躍社会国民会議（２０１５年１０月２９日，首相官邸）事務局
配布資料（http : //www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/
dai1/siryou３.pdf）より（２０１６年８月５日時点）

（備考）出生率回復ケースは，２０１３年の男女年齢別人口を基準人口とし，２０３０年に合計特殊出生率が２．０７まで上昇し，それ以降同水準が維持され，
生残率は２０１３年以降社人研中位推計の仮定値（２０６０年までに平均寿命が男性８４．１９年，女性９０．９３年に上昇）をもとに推計。

内閣府「選択する未来委員会報告解説資料集，２０１４年１０月より引用

図３ 日本の将来推計人口（将来の人口減少が収束する場面）

４ 上條：社会保障制度改革と歯科保健医療サービスの展望
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ら，目標設定について歩調を合わせて，歯科口腔保
健の推進目標についても，同じ時期に同じ目標年で
の設定がされている。ところで，表３に示すとお
り，２０１６年６月２日に閣議決定された「ニッポン一

億総活躍プラン」の記述のうち，健康寿命の延長と
介護負担の軽減の部分を抜粋してみると，健康寿命
の延長に向けて医療保険者や雇用主が個人の努力を
しやすい環境を整えることと，老後の予防と健康増

【出典】厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会・次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会
「健康日本２１（第二次）の推進に関する参考資料」p２５

図５ 平均寿命と健康寿命の差

第１回一億総活躍社会国民会議（２０１５年１０月２９日，首相官邸）事務局配布資料より引用

図４ 一億総活躍社会の実現に向けた「新・三本の矢」の関係

歯科学報 Vol．１１７，No．１（２０１７） ５
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進のほかに現役世代での取り組みが重要であること
が示されている。とくに，社会保障の側面では，図
６に示すとおり，介護離職ゼロと生涯現役社会に向
けて，今後，予防への重点化がされ，企業等でも健
康経営に対する機運がたかまってくるものと考えら
れる。また，健康寿命の延長を図る視点では，国の
医療データベースの基盤整備やレセプトの分析によ
るデータヘルスの推進，個人が予防や健康づくりを
進めていくための取り組みを強化されてくると考え
られる。

ところで，２０１８年度の診療報酬改定は，２０１２年度
の改定以来，６年ぶりに介護との同時改定が行われ
ることとなっており，国民健康保険の保険者に都道
府県が位置づけられるとともに，医療保険制度にお
いても，健康づくりや後発医薬品の普及等を通じて
医療費適正化に努力をした保険者に報いることとな
る保険者努力支援制度が始まるなど，いままでにな
い大きな制度改革が予定されている。診療報酬改定
にかぎらず，健康寿命の延長を図るための政策や医
療費適正化の推進に寄与する施策が進められる可能
性が想定される。

歯科医療費の動きと最近の歯科診療報酬制度

１．医業経営での保険診療収益と制度の経緯
言うに及ばずの内容かもしれないが，医療機関に

おける医業経営等の状況を調査するため実施されて
いる医療経済実態調査の最近のデータをみても，従
来とあまり変化はないが，医療機関の医業収益に占
める保険診療収益の割合は，９割近くを占めてい
る。２０１４年の調査では，約４，１００万円の収益のうち，

表３ ニッポン一億総活躍プラン（抄）介護離職ゼロに向け
（２０１６年６月２日閣議決定）

⑵ 健康寿命の延伸と介護負担の軽減
○健康寿命が延伸すれば，介護する負担を減らすことがで
き，高齢者本人も健康に暮らすことができるようになる。

○このため健康寿命の延長は一億総活躍社会の実現にとっ
て重要であり，自治体や医療保険者，雇用する事業主等
が，動機づけを含め，個人が努力しやすい環境を整える。

○また，老後になってからの予防・健康増進の取組だけで
なく，現役時代からの取組も重要であり，現役時代から
の取組も重要。

第２回一億総活躍社会国民会議（２０１５年１１月１２日，首相官邸）配布資料
（http : //www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/dai1/siryou３.pdf）より（２０１６年８月５日時点）

図６ 安心につながる社会保障

６ 上條：社会保障制度改革と歯科保健医療サービスの展望
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約３，５００万円は，保険診療からの収益であり，保険
料または公金が歯科診療所の運営に大きな位置を占
めていることとなり，公的な医療保険制度で，多く
の歯科医師が生計を立てているが，同時に，この制
度が，患者さんの歯科治療に大きな関わりをもち，
歯科医師をはじめ歯科医療従事者がわが国の社会保
障制度の担い手であることも事実である。もちろん
診療報酬制度の展望が，歯科医療従事者の日々の診
療に影響し，患者さんの健康に影響する可能性は否
定されない。現在の医療保障制度は，歯科医師法が
１９０６年に医師法と同時に制定された後，健康保険法
が１９２２年に制定され，一般医療と同様に，歯科医療
について，他国に比べて，給付範囲が広い状況で始
まり，この制度が先人の努力により創設され，維持
されてきた。これらの制度の創設に本学の建学者で
ある血脇守之助先生が，当時の歯科関係団体の幹部
または長として従事していたことが大きく影響して
いるのは，言うに及ばずである。しかしながら現在
の医療保険制度を維持発展させていく上で，現実の
制度を改革し，見直しを図っていくために必要とさ
れるのは歯科医学，歯科医療による合理的な知識，
技術の集積であり，その還元を行うことができる環
境を医療従事者が，いかにつくっていくかの視点を
忘れてはならないと思う。
２．最近の歯科医療費の推移

近年，急速な高齢化により，社会保障給付費が増
え続ける状況から政府負担や保険料負担の増加が危

惧されており，医療費適正化に対する政府の対応
が，以前にもまして，健康づくりや地域包括ケアの
推進，病床報告制度の創設等幅広い視点から行われ
るようになりつつある。低経済成長が続いたことも
あり，診療報酬の改定率については，２００８年以降，
診療報酬本体でマイナスにはならないものの，平均
で約１％程度の状況となっているが，２０１５年の介護
報酬の改定率は，マイナスとなった。しかしなが
ら，最近，歯科医療費については，しばらく横ばい
の状態が続いていたが，図７に示す通り，２０１１年度
から２０１５年度にかけての伸び率は，年平均では，約
１．８％程度になった。金銀パラジウム合金が数年に
わたり，価格上昇が続いたのも事実ではあるが，ア
ベノミクス等の影響もあり，経済の状況が，一時的
に改善し，失業率が低下をしていること等に伴い，
歯科受診が伸びていること，高齢者での残存歯数
が，以前より増える傾向にあること，歯の健康保持
への関心の高まり，地域包括ケア等が進められ，在
宅歯科医療サービスの提供機会が増えていること，
過去の改定での新技術導入など，いろいろなプラス
要因がかさなってきていることが影響しているので
あろう。表４にわが国の最近の歯科医療費の推移を
示したが，２０００年度，２００５年度，２０１０年度で，いず
れも２．６兆円で横ばいに推移していた歯科医療費は，
２０１４年度に２．８兆円に増加している。また，２０１６年
の診療報酬改定においても新規技術が導入されてい
ることや，在宅歯科医療の提供体制が整備されてい

註：厚生労働省の医療費の動向をもとに算出した。２０１５年度の年平均伸び率は２月までの数字。

図７ 最近の歯科医療費の推移（年平均伸び率）
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ること，医科歯科連携の推進で，病院での歯科医療
の位置づけが高まっていること，過去の診療報酬改
定で，新規技術の導入が数多くなされていること
等，歯科診療報酬には，プラスに働く要因も見受け
られることから，しばらくは，歯科医療費の増加傾
向が続くのかもしれない。というのは，表５は，歯
科診療報酬改定のない年における歯科医療費の伸び
率を２００９年度以降，年次推移で示した。この表を作
成するにあたっては，厚生労働省が毎月調査を行っ
ている医療費の動向をもとに，医療費の伸び率，受
診延べ日数，１日当たり医療費を記載した。最近は
金銀パラジウム合金の素材価格の変動が大きいこと
から，中央社会医療協議会総会で配布されている資
料を基に，各年度の金銀パラジウム合金の平均素材
価格を算出するとともに，金銀パラジウム合金の歯
科医療費に占める各年度の割合から，各年度の歯科
医療費を比較的粗い試算として，１日当たり医療費
への影響率の算出を試みた。もちろんこれは，わが
国の診療実態からみて，保険診療の場合，金銀パラ
ジウム合金の影響が非常に高く，他の合金を圧倒す
るシェアを占有しているとの仮定のもと算出した。
この表５で示している「１日当たり医療費」から

「金パラの影響率」を差し引いたものは，①－②と
記載したが，改定のない年の自然増と解釈すること
が可能となり，歯科医療費自体に，わずかながら自
然増が観察されることが判明する。従来，歯科医療
費には，自然増がほとんどないといわれていた。こ
のため，改定のない年の場合，歯科医療費があまり
伸びないといわれてきた。しかしながら，歯科医療
においては，新規技術が最近の改定で，積極的に導
入されるようになってきており，高齢化の影響は，
８０２０運動等歯科保健の普及向上のための試みがされ
ていることもあり，歯科医療の受療環境にとり，残
存歯数の増加や在宅歯科医療の増加等により，どち
らかというと自然増の方向に以前よりはシフトしや
すい環境になってきているように思われる。２０１５年
の場合，新規材料のファイバーポストが改定途中の
導入としては戦後初めて１０月から導入がされている
が，影響度の有無はまだよくわからない。ただし，
２００９年度以降，貴金属高騰の影響を控除しても，自
然増が改定のない年に観察されるようになってきた
ことが判明する。２０１１年度以降の状況をみてみる
と，受診日数が伸びてきたことや，金銀パラジウム
合金の価格が上がったことなどの影響もあり，歯科
医療費は，改定のない年でも１．５％ほど，増加して
いる。高齢化が急速に進む中で，国は，医療費適正
化施策を推進せざるおえない状況にあり，今後の推
移については，見守っていくべきではあるが，定期
的な歯周治療や在宅歯科診療が増加基調にある中
で，現状のトレンドはしばらく続くのではないかと
推察される。
３．２０１６年の歯科診療報酬改定等

２０１６年の歯科診療報酬改定は，さきほども触れた
地域包括ケアを進めていくとともに，政策的な視点

表４ わが国の歯科医療費の推移
（厚生労働省：「医療費の動向」から）

歯科医療費 概算医療費の総計

２０００年度 ２．６兆円 ２９．４兆円
２００５年度 ２．６兆円 ３２．４兆円
２０１０年度 ２．６兆円 ３６．６兆円
２０１１年度 ２．７兆円 ３７．８兆円
２０１３年度 ２．７兆円 ３９．３兆円
２０１４年度 ２．８兆円 ４０．０兆円
２０１５年度 ２．８兆円 ４１．５兆円

表５ 診療報酬改定のない年の歯科医療費伸び率の年次推移（医療費の動向から）

医療費伸び率 受診延べ日数 ①１日当たり
医療費

②金パラ
影響率 ①－②

２００９年度 －０．７ －０．５ －０．３ －０．５ ０．２
２０１１年度 ２．６ １．２ １．３ １．０ ０．３
２０１３年度 ０．８ ０．６ ０．３ ０．０ ０．３
２０１５年度 １．５ ０．２ １．２ ０．６ ０．６

註１：２０１５年度は，２月までの数字で計算
２：金パラ影響率は，各年度の歯科鋳造用金パラの平均素材価格を算出し，平成２７年７月２２日の中医協総

会資料の金銀パラジウム合金の割合より算出した。
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表６ かかりつけ歯科医機能の評価

●かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の評価
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所における歯科疾患の重症化予防を評価する。
•う蝕の重症化予防の評価
（新） エナメル質初期う蝕管理加算 ２６０点（歯科疾患管理料の加算）

【包括範囲】フッ化物歯面塗布処置，機械的歯面清掃処置，口腔内写真検査，
歯科疾患管理料のフッ化物洗口に関する加算

•歯周病の重症化予防の評価
（新） 歯周病安定期治療Ⅱ １歯以上１０歯未満 ３８０点

１１歯以上２０歯未満 ５５０点
２０歯以上 ８３０点

【包括範囲】歯周病検査，口腔内写真検査，機械的歯面清掃処置，歯周基本
治療，歯周基本処置，歯周基本治療処置

•口腔機能の重症化予防の評価
（新） 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の加算 １００点

【対象患者】在宅等で療養を行っている患者であって，摂食機能障害を有し
（摂食昨日療法の対象に該当する患者）継続的な歯科疾患の管理
が必要な者

【包括範囲】歯周病検査，歯周病部分的再評価検査，歯周基本治療，歯周病
安定期治療Ⅰ，歯周病安定期治療Ⅱ，歯周基本治療処置，機械
的歯面清掃処置，摂食機能療法

厚生労働省平成２８年度診療報酬改定説明会（２０１６年３月４日）配布資料より改変

表７ 在宅歯科医療の推進について

●在宅医療を専門に行う医療機関の開設
•健康保険法に基づく開放性の観点から，外来応需体制を有していることが原則であることを明確化した上で，以下の要件等

を満たす場合には在宅医療を専門に実施する診療所の開設を認める。
【主な開設要件】
①外来診療が必要な患者が訪れた場合に対応できるよう，診療地域内に２か所以上の協力医療機関を確保していること（地

域医師会，地域歯科医師会から協力の同意を得られている場合はこの限りではない。）
②在宅医療導入に係る相談に随時応じ，患者・家族等からの相談に応じる設備・人員等が整っていること。
③往診や訪問診療を求められた場合，医学的に正当な理由等なく断ることがないこと。
④緊急時を含め，随時連絡に応じる体制を整えていること。

●在宅歯科医療専門の医療機関に関する評価
•在宅歯科医療を専門に実施する保険医療機関（在宅患者の割合が９５％以上の保険医療機関）に係る在宅療養支援歯科診療所の

施設基準に以下の②～⑥を追加する。
①直近１か月の在宅歯科医療の患者の割合が９５％以上
②５か所／年以上の医療機関からの新規患者紹介
③歯科訪問診療のうち，歯科訪問診療１が６割以上
④在宅歯科医療に係る経験が３年以上の歯科医師の勤務
⑤ポータブルのユニット，バキューム，レントゲンを有すること
⑥「抜髄，感染根管処置：２０回」，「抜歯手術：２０回」，「有床義歯新製，有床義歯修理，有床義歯内面適合法：４０回（各５回

以上）」
•在宅歯科医療を専門に実施する保険医療機関（在宅患者の割合が９５％以上の保険医療機関）であって，在宅療養支援歯科診療

所の指定を受けていないものについては，初診料，再診料に相当する点数により算定する。
•現行の在宅療養支援歯科診療所の施設基準に，在宅患者の割合が９５％未満を追加する。
•現行の在宅療養支援歯科診療所は平成２９年３月３１日まで，基準を満たしているものとする。
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も重視され，かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療
所や在宅歯科医療を専門に行う医療機関の新設が行
われたことが当初，クローズアップされた（表６，
表７）。しかしながら，政策的に導入された側面も
強く，普及をしていくには，一定の期間が必要であ
ろう。むしろ，この制度の中身をみると，重症化予
防を進めるために，エナメル質う蝕の管理加算が新
設されたことや歯周病安定期治療が評価され，従来
の歯科診療のシステムが変わっていくことを重視す
べきで，この診療方式をとらなくても，従来の診療
方式の改良により，徐々に歯科医療提供が変わって
いく視点も重要ではなかろうか。さらに，２０１６年４
月の診療報酬改定に先立ち，日本歯科医学会では，
２０１６年２月２５日付けで，「エナメル質初期う蝕に関
する基本的考え方」及び「間接法を用いた軟質裏装
材による下顎総義歯の裏装の診療方針」４）がとりまと
められている。通常，新たな技術などを導入する影
響力のある大きな改定がされるときには，治療指針
や基本的な考え方が取りまとめられることが多く，
２０１６年の歯科診療報酬改定は，比較的影響度の大き
な改定であったと考えられる。また，医科歯科連携
の推進の視点で，医科の栄養サポートチームを評価
するため医科の入院基本料の加算として，歯科医師
連携加算が新設されるなどの見直しが行われてお
り，医科歯科連携がいままでよりも進みやすくなる
とともに，病院での歯科医療についても，普及定着
していく環境が整備されていくものと考えられる。
さらに，診療報酬改定とは別に，２０１６年６月に示さ
れた通知により，療養の給付と直接関係のないサー
ビスとして，義歯に対する名入れ（デンチャーマー
キング）が新設されている。従来，在宅歯科医療を
行う際の交通費や外国人の患者が自国で保険請求を
するための翻訳料や他院から借りたフィルムの郵送
費用等について，患者から別途費用徴収ができる項
目として位置づけられてきた。また，保険外併用療
養として位置づけられている選定療養について，一
定の要件があるが，特別の療養環境を有する診療室
の提供や夜間，土日等の特別な診療時間枠での予約
診療について，位置づけが行われた（表８）。ところ
で，デンチャーマーキングについては，中医協の配
布資料によると，高齢者の義歯の紛失や施設での取
り違えなどの例が示されていたが，歯科技工士等の

関係者にとって活躍の場が広がると期待される。こ
れらの見直しは，歯科医療を提供する側にとって，
なんらかしらのプラスの影響があるものと考えられ
る。ただし，患者のアメニティーを評価するもので
はあるが，皆保険制度の維持にあたって，社会的な
弱者である貧しい人や生活保護の受給者の方々並び
に感染リスクの高い患者さんに対して，良質な歯科
医療サービスを適切に提供していく前提で，考える
べき内容であることも事実であろう。

一般病院での歯科医療に従事する者は
増える傾向へ

数年前に病院歯科が減少傾向にあるとの意見が政
府の審議会等で示されていた時期があるが，最近の
診療報酬改定で病院歯科の評価が継続的にされてき
ていることや医療介護を総合的に進めていく施策な
どにより，病院での歯科医療従事者の確保や歯科医
療機器を整備する事業が一部の地域では行われるよ
うになってきていること等から，最近の医療施設調
査の結果をみると，一般病院約７，５００のうちで歯科
口腔外科を標ぼうしているのは，２０１２年８４５，２０１３
年８７２，２０１４年９１２で，増加傾向にある。また，歯科
医師で，歯科大学などの医育機関以外の病院で勤務
している者や歯科衛生士で病院に従事している者は
表９に示すとおり，年々，増加するようになってき
ている。以前より，歯科医療従事者の従事形態が変
化してきているといえるが，おそらく，歯科医療の
提供についても医科歯科連携の動きを踏まえ，医療

表８ 保険外併用療養費および療養と直接関係のないサービ
ス等の取り扱いについての一部改正通知（２０１６年６月）で
歯科に関連する項目

保険外療養費
外来医療での特別の療養環境の提供（いわゆる差額診療室）

→ 一連の診療が概ね１時間を超える場合
→ 完全な個室環境が生じるもの（間仕切り等は認めら

れない）
→ 患者が静穏な環境下で受診できる構造設備が確保

予約診療
→ 夜間，休日，深夜でも差し支えない
→ 時間外加算，休日加算，深夜加算の算定は不可（予

約患者の診療応需体制がとられているため）

療養の給付と直接関係のないサービス
有床義歯等の名入れ（刻印・プレートの挿入等）
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介護の連携の動きと連動し，変化していくことにな
るのかもしれない。さらに，医科歯科連携の推進
は，歯科医師にもある程度，同じスタンスでの基礎
疾患についての知識，技術を要し，今後，歯科医師
の臨床研修について，現在は１年であるが，医科と
同じ２年に延長していくことが，将来望ましいと考
えられる。

高齢者のフレイル対策などについて

政府の経済税諮問会議において議論がされ，２０１６
年６月２日に閣議決定された「経済財政運営と改革
の基本方針２０１６」９）では，「健康づくり・疾病予防の
推進」について，高齢者のフレイル対策を効果的な
事業実施により推進する」との提言がされている。
フレイル（虚弱）とは，２０１５年の経済財政諮問会議で
厚生労働大臣が提出された資料１０）によると，「加齢

表９ 病院に勤務する歯科医師数，歯科衛生士数の年次推移

２００４年 ２００６年 ２００８年 ２０１０年 ２０１２年 ２０１４年

歯科医師
医育機関以外の病院

勤務者 ２，５５０ ２，７４１ ２，８７５ ２，８９４ ２，８６５ ３，０６５
開設者 １０ １３ １３ ２０ ２６ ２４

介護老人保健施設従事者 ８ １５ １６ １６ ２７ ２９

歯科衛生士
病院 ３，９０３ ４，２１７ ４，５３６ ４，８１８ ５，２１０ ５，８８２
介護老人保健施設 ８３ １７３ ２４１ ２４４ ３６６ ４８２

註：歯科医師については，「医師・歯科医師・薬剤師調査」，歯科衛生については，「衛生行政業務報
告」を用いた

平成２７年５月２６日（火）経済財政諮問会議塩崎大臣提出資料（「中長期的視点に立った社会保障政策の展開」（参考資料））

第８９回社会保障審議会医療保険部会（２０１５年１０月２日）配布資料 http : //www.mhlw.go.jp/file/０５-Shi
ngikai-１２６０１０００-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/０００００９９４６６.pdf より

図８ 高齢者の虚弱（「フレイル」）について
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とともに，心身の活力が低下し，生活機能障害，要
介護状態，死亡などの危険性が高くなった状態のこ
とを指している（図８）。このフレイル対策を進めて
いく一環として，栄養，口腔，服薬などの面から，
高齢者の特性にあったモデル事業が行われることと

なっており，２０１８年度から，本格実施が予定されて
いる（図９）。この他に，フレイル対策とも関連する
動きとして，最近の医療介護の報酬改定では，経管
栄養から経口栄養へのシフトのための現場の努力に
対して評価がされるようになってきており，例えば

○施設等入所者が認知機能や摂食・嚥下機能の低下により食事の経口摂取が困難となっても，自分の口から食べる楽し
みを得られるよう，多職種による支援の充実を図る。

第８９回社会保障審議会医療保険部会（２０１５年１０月２日）配布資料 http : //www.mhlw.go.jp/file/０５-Shi
ngikai-１２６０１０００-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/０００００９９４６６.pdf より

図９ 後期高齢者の保健事業の充実について

「平成２７年度介護改訂の骨子」より引用

図１０ 口腔・栄養管理に係る取組の充実

１２ 上條：社会保障制度改革と歯科保健医療サービスの展望
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２０１５年度の介護保険の改正において，図１０に示すと
おり，口から食べる支援の充実を図るため，摂食機
能障害があり，誤嚥が認められる者に対して，歯科
医師，歯科衛生士を含めた多職種での口からたべる
ことの支援を図る観点からの介護報酬改定がなされ
ている。具体的には，食事の状況観察と会議への参
加を歯科医師，歯科衛生士が行った場合に介護施設
が算定可能な報酬として経口維持加算が新設されて
いる６）。介護報酬上の位置づけが歯科関係でもなさ
れていることから，医療連携における関わりが今ま
で以上に強まってくると推察される。

成人，高齢者の歯科健診と
健康増進へのインセンティブについて

前述のニッポン一億総活躍プランにおいては，予
防・健康増進の取組みについて，現役時代からの取
組の重要性についても提言がされている。ところ
で，成人・高齢者に対する歯科健診については，健
康増進法の規定に基づく健康増進事業により市町村
で４０歳，５０歳，６０歳，７０歳の者に対する歯周疾患検
診が実施されているが，都道府県での歯科保健条例
や歯科口腔保健の推進に関する法律の制定も影響し
ているかもしれないが，図１１に示すとおり，歯周疾
患検診の受診者数は年々増加傾向にあり，現在，約
６割の市町村で実施されている。そもそも歯周疾患
検診については，１９９５年に制度化されて今日にい
たっているが，２０１５年７月に，歯周疾患検診マニュ
アルの改正が行われた。医科歯科連携の中で，歯周
病と基礎疾患についての記載が充実されるなど，今

の時代に合わせ見直しがされており，高齢化が進む
中での対応が求められるようになってきているとい
える。

ところで，医療費適正化を進めていくことが背景
にあるものの，２０１８年から，医療保険の保険者に対
する努力支援制度というのがスタートすることと
なっているが，国民健康保険では，すでに，先行実
施されており，保険者努力支援制度の評価指標が
２０１６年４月２８日付けで通知された。この評価指標の
項目の候補の１つとして，歯周疾患検診の実施状況
が位置づけられている（表１０）。国民健康保険の保険
者は市町村であり，今後は都道府県も関与するが，
例えば，保険者として努力をし，評価が良い市町村
の場合には，交付金が増額され，保険料の抑制に対
応ができる仕組みが考えられている。このため，市
町村では，いままで以上に歯周疾患検診が行われる
ようになり，歯科診療所の受診にもプラスに影響す
るかもしれない。

また，「高齢者の医療の確保に関する法律」に基
づき２００８年から実施されている特定健診，特定保健
指導は，いわゆるメタボ健診と位置づけられ，医療

表１０ 国保の保険者努力支援制度

○評価指標の候補例（平成２８年４月２８日通知）
１ 特定健診，特定保健指導の受診率等
２ 特定健診以外の他の健診の実施等

⑴ がん健診受診率
⑵ 歯周疾患（病）検診実施状況

３ 糖尿病の重症化予防の取組の実施状況
４ 加入者に行う予防，健康づくりの取組の実施状況等

資料：厚生労働省：「地域保健・健康増進事業報告」より作図

図１１ 歯周疾患検診，骨粗鬆症検診の受診者数の推移（健康増進事業，市町村）
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費適正化を目的として実施されており，歯科医療費
については，少し前までは，ほとんど伸びていない
ことなどから，適正化の対象として，あまり強調さ
れていないことから，歯科健診を導入するスタンス
とは，なりえないのがいままでの実状となってい
る。現在の制度では，高齢者の医療の確保に関する
法律に基づき，各都道府県で医療費適正化計画が策
定され，５年に１度見直しがなされるが，特定健
診，特定保健指導についても５年に１度，見直しが
行われており，２０１８年に見直しがされることとなっ
ている。２０１６年８月現在，厚生労働省で，保険者に
よる健診・保健指導に関する検討会が開催されてお
り，次の見直しについて，概ね結論がでている。実
は，特定健診，特定保健指導は，医療保険者の間
で，普及度の高い事業となっているが，標準質問票
というものが設定されており，生活習慣等が調べら
れていたが，従来は，歯科関係の設問は，触れられ
ていなかった。しかしながら２０１６年８月１０日にとり
まとめられたこれまでの議論の整理では，生活習慣
の改善において歯科口腔保健の取組に少し寄与する
歯科の設問が追加される予定で進められている（表
１１）。このため，２０１８年４月の特定健診，特定保健
指導から，標準質問紙への歯科の設問が導入される
可能性が高い。本来，特定健診，特定保健指導で歯
科健診を加えることは，容易ではないかもしれない

が，多くの方が受診をされる健診，保健指導で使用
される標準質問票に，歯科の質問が加わることはそ
れなりに意義が大きく，潜在的な歯科受診環境の向
上へつながる可能性は否定できない。

この他の動きとして，医療費適正化と健康づくり
を進めるため，経済団体と保険者，自治体，医療団
体等が連携して，２０１５年７月に日本健康会議７）が設
置され，このメンバーには，日本歯科医師会長も参
画している。最近では，健康投資が企業の運営にお
いて，強調されるようになってきており，各企業で
の取組を行うことが強調され，東京証券取引所にお
いては，健康銘柄が設定されるようになる等の試み
も政策的に行われるようになっており，中小企業に
健康投資を広げる動きもある。今後，健康への機運

表１１ 特定健診等の標準的な質問票について歯科関係で追加
が検討されている質問内容

朝昼夕の３食以外に間食（菓子類）や甘い飲み物を摂取して
いますか。

①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない

食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。
①何でもかんで食べることができる。
②歯や歯ぐき，かみあわせなど気になる部分があり，

かみにくいことがある。
③ほとんどかめない

第三期特定健康診査等実施計画期間に向けての特定健診・保健指導
の実施について（これまでの議論の整理），２０１６年８月１０日より抜粋

『企業の「健康投資」ガイドブック～連携・協働による健康づくりのススメ～』
（平成２６年１０月経済産業省ヘルスケア産業課）より

図１２ 健康投資のイメージ図

１４ 上條：社会保障制度改革と歯科保健医療サービスの展望
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が，国民全体で高まる状況が推察される。歯科医療
従事者にとっては，予防や健康の機運の高まりは，
受療にも影響し，活躍の機会が増えてくると期待さ
れる（図１２）。実際に医療保険者の間ではデータヘル
スによる健康づくりが進められるようになってきて
いるが，歯科口腔保健の推進事例について，厚生労
働省のホームページで保険者における歯科口腔保健
事例８）が策定され，紹介されるようになった。しか
しながら，産業現場での歯科の取組はまだ定着して
いく途上にある。

ところで，筆者らは，現在，厚生労働省の労災疾
病臨床研究事業により，「業務と歯科疾患並びに職
場の歯科保健サービスの効果把握に関する研究」を
２０１４年度から行っているが，産業保健の現場での歯
科健診を導入している事業所はまだわずかである。
しかしながら，筆者らが２０１５年に行った Web 調査
では，例えば，工場などでシフト勤務がある者とシ
フト勤務のない通常の勤務形態の場合の者に比べて
未処置歯が多い等の違いが示されており，就労者に
ついて職種や職業形態による違いがあることが示さ
れている８）。現状は，就労者の場合，労働安全衛生
法で，歯科健診が義務付けられているのは，酸を扱
う労働者など，ごく一部で，限定がされているのが
実状で，最近は健康経営への関心の高まりから歯科
健診などのサービスを導入する動きもあるが，まだ
始まったばかりであり，どの程度の普及がされるか
未知数である。このため，歯科医師や歯科衛生士が
配置されない事業所などで歯科保健サービスの推
進がなされるための方策の１つとして，図１３に示す
e-learning 教材「お口の健康ポケットパーク」http :

//iiha.biz について有識者を集めて，東京歯科大学
衛生学講座非常勤講師（埼玉県幸手市で開業）の高柳
篤史先生が中心となって，制作を行った８）。メニュー
として歯ブラシ選択などを加えたことが，特徴と
なっているが，現在，WEB 上の通常の検索サイト
で「お口の健康ポケットパーク」で検索すると
WEB 上でパソコン，スマフォともに閲覧すること
が可能となっている。

おわりに

社会保障制度の動きをみていると，次の診療報酬
改定が２０１８年にあり，このときには介護報酬改定も
６年ぶりに行われることとなっている。このため，
医療介護の側面からの改定がなされるが，２０１６年の
診療報酬改定に対して，かかりつけ歯科医機能の評
価など，新たな制度等については，検証が行われる
ことから，推移を見守る必要があるが，引き続き，
制度改正がなされるなかでの対応が求められること
から，その動きについては目が離せないのかもしれ
ない。また，新たな医療計画，介護計画も２０１８年か
ら開始され，同時に，前述したとおり，保健対策の
面でも歯科の位置づけがされている高齢者のフレイ
ル対策での本格事業実施や保険者努力支援制度の本
格的実施など，制度改革が目白押しに行われると推
察される。消費税引き上げが２０１９年１０月に再延期さ
れ，財源がなかなか見出しにくい中での大きな制度
改革がなされることが予想されるが，幸い歯科医療
については，提供環境が悪化しない中での対応がさ
れている。本来，医療は，潜在的に受療希望が生じ
にくい分野ではあるが，健康への関心の高まりに伴
い，健康寿命を延長させる方向へと国民の方々の関
心がシフトし続けると，歯科医療の需給環境のバラ
ンスがある程度維持，改善されることになるのでは
ないだろうか。また，容易ではなかろうが，一億総
活躍社会の実現に向けて，政府が動くことで，人口
減少が抑えられることになれば，将来的に歯科医療
の需給問題も，状況が変化していくことになるのか
もしれない。いずれにしても，日本の歯科医療を継
承し，維持発展させていく上では，過去から未来に
かけて，歯科関係者の知識と技術習得の上での歯科
医療の提供と必要とされる研究の推進が，今後も必
要となろう。

労災疾病臨床研究事業「業務と歯科疾患並びに職場の歯科保健
サービスの効果把握に関する研究」

（研究代表者 上條英之）平成２８年度報告書から http : //iiha.biz

図１３ 歯科保健の e-learning 教材として制作した「お口の健
康ポケットパーク」のホームページ表紙
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