
日医は, ｢グランドデザイン2007 ―国民が安心できる最善の医療を目指して―総論｣

(以下, ｢GD2007｣) をまとめ, ４月１日の定例代議員会で公表した｡

過去においても日医は, 坪井執行部の時代に ｢2015年医療のグランドデザイン｣ を公表

している (2000年８月)｡ その後2002年と2003年に改訂版が出されているが, いずれも15

年後の医療のあるべき姿を模索したものであった｡ 今回の ｢GD2007｣ もこの流れに沿っ

たものであるが, 中核としての後期高齢者医療制度に加え, 今後の医療制度のあり方は財

政問題と不可分として, 国家財政全体との関連も分析している｡ その構成は以下の如くで,

今回は総論のみの発表, そして本年８月頃に各論が発表される予定である｡ 府医保険医療

部としても, 今後の医療提供体制構築の議論に影響を与えると思われる ｢GD2007｣ につ

いて, 相応の分析をしておく必要がある｡ 今回公表された総論の４つの章を各２章ずつ前

半, 後半の２回に分け, 概要を紹介するとともに, その問題点についても若干触れてみた

いと思う｡ 今号は (その１) として前半部分の第１・２章について解説する｡
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｢グランドデザイン2007｣ の構成
総 論
第１章 あるべき医療の実現に向けて
第２章 国民のニーズにこたえる医療提供体制
第３章 医療保険制度のあり方
第４章 社会保障財源の可能性について
各 論 (案) (2007年８月発表予定)
―医療の質向上と安全のために

医療従事者の養成, コメディカルの養成, 国民ニーズヘの対応
―地域医療のあり方

医療連携体制の構築, 医師の不足と偏在, 健康および予防医療
―少子高齢社会をむかえて

一般の診療報酬体系の構築, 高齢者の診療報酬体系の構築, 終末期医療の
あり方, 高齢者を支える医療提供体制, 小児医療, 母子保健

―医療をめぐる環境の変化
医療におけるＩＴ化, 医療税制, 保険者機能の強化への対応

(第112報)

日医 ｢グランドデザイン2007｣ の
概要とその問題点 (その１)



第１章 あるべき医療の実現に向けて

第１章は, ｢１. 国民が望む医療, ２. 医療の質のマネジメント, ３. 経済力と医療資

源のバランス｣ の３つの項目に分かれ, 要約すると, 国民の医療やその質に対する理想と

日本の経済力がその理想追求を許容するか否かについて述べられている｡

１. 国民が望む医療については, 日医総研が2006年に実施した ｢第２回 日本の医療に

関する意識調査｣ (Ｎ＝国民 1,364, 患者 979, 医師 1,288人) の解析がその主な内容となっ

ている (国民は無作為抽出した20歳以上の男女)｡

まず, 自分自身が受けた医療についての満足度であるが, ｢満足｣ ｢やや満足｣ と答えた

国民は83.6％, 医療機関にかかっている患者 (以下, 患者) は88.5％であった (以下, こ

の割合を満足度とする)｡ また ｢かかりつけ医｣ がいる国民の満足度が92.5％に対し, い

ない人は70.7％と低かった｡ また終末期医療の場 (図１) については, 国民では自宅が33.8％

で一番多く, 患者では緩和ケア施設が33.3％で最も多かった｡ 多様な看取りの形が提供さ

れるべきとしている｡

地域医療提供体制への国民 (Ｎ＝1,364) の要望については, 夜間・休日の診療や救急

医療体制の整備, 高齢者の長期入院できる入院施設や介護老人保健施設などについてのニー

ズが高かった｡ 厚労省の目指す ｢入院から在宅へ｣ の図式は, 必ずしも国民に支持されて

いるとは言い難い｡

国民が ｢かかりつけ医｣ に望むことでは ｢専門医や専門施設への迅速な紹介｣ 89.1％,

｢どんな病気でも診療可能｣ 83.2％, ｢生活習慣病等の予防の助言｣ 78.0％が多い｡ 今後

｢かかりつけ医｣ が日本の医療提供体制の中でその比重を増すことは間違いないと思われ,

総合的に診ることができる医師の養成は重要な課題である｡ しかし厚労省は, 平均在院日

数の短縮を主目的とする在宅への誘導, および高齢者 (国民) を ｢かかりつけ医｣ (＝総

合医) に縛り付けてフリーアクセスを制限し, さらには人頭払い制を導入して医療費を抑

制することなどを目論んでいる｡ このような低医療費政策に ｢かかりつけ医｣ が悪用され

ることがあってはならないが, この危険性について ｢GD2007｣ には何も触れられていな

い｡ 厚労省が ｢かかりつけ医｣ を医療費抑制の手段として利用しようと考えていることは

明らかで, 十分な警戒が必要である｡
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個別状況に応じた医療が行なわれているか (医師が患者の話をよく聞くか) については

(図２), ｢そう思う｣ ｢まあそう思う｣ と答えた医師は92.7％で, 患者 (72.9％) ・国民

(54.8％) との間で大きな乖離がある｡ これは日本独特の現象で, 米国, フランス, 韓国

ではこれほど大きな乖離はない｡ 背景には患者の要求水準や期待の高まりがあることと,

同時に, 医師側に患者とのコミュニケ－ションをとる余力がなくなってきていることなど

が要因に挙げられている｡

また医療保険のあり方については, 国民 (72.2％) や患者 (76.8％) が現在の日本の医

療制度 (所得に関係なく平等な医療が受けられる制度) を肯定的に捉えているのに比べ,

医師は58.3％と低かった｡ この結果について, ｢GD2007｣ では, ｢公的医療保険でカバー

できない医療行為があることへの医師の苦悩のあらわれ｣ と分析しているが, 我々は医師

の疲弊 (医療の現状に対する失望) と関連する事柄と考えている｡

２. 医療の質のマネジメントでは, ｢医療の質を客観的に測ることの難しさ｣, ｢患者の

責務｣, ｢医療の質の可視化の試み｣ などについて述べられている｡ 特に可視化の試みにつ

いてはＰ４Ｐ (Pay for Performance) の手法が紹介されている｡ Ｐ４Ｐは以前から米国の

民間医療保険に取り入れられているが, 英国が2004年にＧＰ (General Practices) に対し

て試行導入した経緯を紹介している｡ この試行では10の慢性疾患 (喘息, がん, 糖尿病な

ど) を対象にケア内容や患者満足度など146項目の評価指標を設定し, その達成度により

ポイント加算し, 診療報酬に反映する｡ このため英国政府は３年間で約3,600億円を投入

したとされている｡ しかしその弊害がすでに指摘されており, Ｐ４Ｐの成績向上のため貧

困層が敬遠されること, Ｐ４Ｐが懲罰的性格を有することなどが挙げられている｡

またこの項では, 現在厚労省が検討している医療版 ｢事故調査委員会｣ のあり方につい

ても言及している｡ この委員会の目的は事故の再発防止にある｡ 日本のように安易に刑事

司法が介入すると, 事故調査の情報収集が阻害され, 医療の質のマネジメントの観点から

は負の影響しか生じない｡ さらに, 航空機事故の例を挙げながら, 事故のリスクをコント

ロールする ｢リスク・マネジメント｣ から, 不幸にして事故が起こった時にその被害を最

小限に抑える ｢クライシス・マネジメント｣ への着想の転換が研究されるべきとしている｡

３. 経済力と医療資源のバランスでは, ｢経済力｣ を切り口に, 日本の医療費および医

療提供体制の水準をＯＥＣＤ加盟国との比較がなされている｡ 2003年における日本の対
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ＧＤＰ比総医療費支出は8.0％ (平均8.8％) でＯＥＣＤ30カ国中18位である｡ また人口

1,000人当たりの医師数 (以下, ｢医師数／1,000人｣) は2.0人 (平均3.1人), １床当たりの

総医療費は15.8万米ドル (平均51.7万米ドル) とＧＤＰが平均以上ある国々の中ではいず

れも最下位である｡

日本の高齢化率は (総人口に占める65歳以上の人口の割合) は, 1995年の14.6％から

2005年は19.7％へと顕著に上昇した｡ 主要５カ国の中で, 10年前と比べて高齢化が進んだ

のは, 図３の如くドイツ, フランスであった｡ これらの国はもともと平均以上であった

｢医師数／1,000人｣ が, 高齢化率の上昇に伴ってさらに増加した｡ アメリカ, イギリスは

高齢化率に変化がないが, ｢医師数／1,000人｣ は増加している｡ 日本は高齢化率の著しい

増加にかかわらず, もともと低い ｢医師数／1,000人｣ が微増しただけという惨憺たる状

況である｡

日本の１人当たりＧＤＰは２万8,071米ドルで, 加盟国の平均の２万6,564米ドルを大き

く上回る｡ １人当たりＧＤＰを基準にして加盟国並みの１人当たり総医療費を算出すると,

現在より15％増加させる必要があるという｡ いずれにしても, 日本の国民は, その経済力

に見合った医療を正当に享受していないということになる｡

この章のまとめとして, イギリスの医療環境の変遷を例に引いている｡ サッチャー政権

(1979－1990) の経済効率追求型の改革が, ３ヶ月以上の入院待ち患者70万人を生み出し

たこと, またその後のブレア政権 (1997－) の医療への財政出動が, 医師不足を緩和しつ

つあることが述べられ, 日本も国際的に誇りの持てる医療を提供するためには, まず, 先

進諸国並みの総医療費支出水準を実現・維持することを目標とすべきと結んでいる｡
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第２章 国民のニーズにこたえる医療提供体制

第２章は, ｢１. 医療を取り巻く環境, ２. 病床整備の必要性｣ の２項目に分かれ, 要

約すると日本では少子高齢化をむかえ老々世帯の比率も増加しており, 在宅医療の受け皿

が未整備のままに病床数を削減する現在の政策には問題があることが述べられている｡

１. 医療を取り巻く環境については, まず高齢化の見通しについては在宅療養が困難な

75歳以上のみの世帯が増加していること, 2005年には75歳以上の３人に１人が ｢独居｣ ま

たは ｢老々｣ 世帯であり (図４参照) 在宅重視の政策は問題であり, 医療施設などハード

面の整備も必要であるとしている｡

次に病床数のこれまでの推移について述べられている｡ 総病床数は1990年をピークとし

て減少し, 一般病床は2005年度に入ってからは横ばいで推移していること, これは療養病

床の再編が決まり, 療養病床から一般病床への移行の影響と考察している｡ 療養病床は

2006年４月以降, 急激に減少し2006年12月には36.9万床になっている｡

２. 病床整備の必要性については, まず急性期の必要病床数 (一般病床) についてであ

るが, 今日では療養病床に入院している患者も以前は一般病床に入院していたこと, およ

び病院の平均在院日数の短縮が進んだため, 一般病床の入院受療率はここ数年低下傾向に

ある｡ 2005年の医療制度構造改革試案では平均在院日数を全国平均と最短の長野県の差を

半分に縮小する方向で進めている｡ 一般病床の平均在院日数は2004年４月から2006年９月

の２年半の間に１日以上短縮している｡ 急性期の病床数の推計を表１の前提条件で予想し

ている｡ それによると, 2025年には高齢社会に突入しているため図５のように必要急性期

病床数は, 現状以上必要と結論づけている｡
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表１【急性期病床 (一般病床) の推計の前提】
将来の入院受療率：2011年度まで年２％ずつ減少し, その後横ばい

将来の入院患者数＝将来推計人口×将来の入院受療率
将来の必要病床数＝将来の入院患者数÷病床利用率80％

平均在院日数が, 2004年の長野県の水準 (17.5日) まで低下し,
入院受療率はこれに比例するという前提｡
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慢性期の必要病床数 (現在の療養病床) については表２の日医の調査 (療養病床の再編

に関する緊急調査報告2006年10月) と表３の療養病床に関する緊急調査 (日医総研ワーキ

ングペーパー No.132 等) をもとに推計を行っている｡ 厚労省の後期高齢者の療養病床再

編のシナリオでは, 介護療養病床の廃止と医療療養病床の４割削減 (10万床) を打ち出し,

医療の必要性の低い患者は, 介護施設や在宅への移行が可能とみなした｡ 厚労省のいうと

ころの医療の必要性の低い医療区分１ (⑦) の21.1％ (⑧×⑨) の患者は, 日医の調査

(表２) では医療療養病床が必要と思われ, 結果的には約２万人がいわゆる医療難民となっ

てしまう｡ 医療区分２および３ (計57.9％) を加えると実に66.8％が引き続き医療療養病

床が必要と考えられる｡ 在宅可能な患者はわずか9.3％, 介護施設等を必要なものは23.9％

と考えられた｡

表２ 療養病床入院患者の状態 (2006年)
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１. 医療療養病床の患者の状態 100.0％

(１) 医療療養病床が必要 (①＋②＋③) 66.8％

①医療区分１で医療療養病床が必要 (⑦×⑧×⑨) 8.9％

②医療区分２ 45.2％

③医療区分３ 12.7％

(２) 条件が整えば在宅可能 (④×⑤×⑥) 9.3％

④医療区分１ 42.1％

⑤病状は安定しており退院可能 (④のうち) 63.4％

⑥独居, 日中独居ではない (⑤のうち) 35.0％

(３) 介護施設等が必要 23.9％

⑦医療区分１ 42.1％

⑧病状不安定で退院不可能 (⑦のうち) 30.9％

⑨医学的管理, 処置が必要 (⑧のうち) 68.4％

＊社団法人日本医師会 ｢『療養病床の再編に関する緊急調査』 報告｣ 2006年10月

�
�
�
�
�



表３

介護療養病床の患者の状態は日医総研等の調査 (表３) からは医療区分１ (⑩) の17.7

％ (⑪×⑫) が在宅可能であり, 介護療養病床入院患者全体の10.8％となった｡ また, 38.7％

は医療療養病床が必要であり, 結果として約４万人がいわゆる介護難民となってしまう｡

引き続き介護療養病床を必要とするものは50.5％であった｡
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２. 介護療養病床の患者の状態 100.0％

(１) 医療療養病床が必要 38.7％

医療区分２および３ 38.7％

(２) 条件が整えば在宅可能 (⑩×⑪×⑫) 10.8％

⑩医療区分１ 61.3％

⑪病状は安定しており退院可能 (⑩のうち) 66.4％

⑫独居, 日中独居ではない (⑪のうち) 26.6％

(３) 介護施設等が必要 50.5％

＊日医総研・福岡県メディカルセンターほか ｢『療養病床に関する緊急調査』 報告｣
日医総研ワーキングペーパーNo.132, 2006年８月

表４【医療療養病床数の推計の前提】
１. 現在, 医療療養病床に入院中の患者について

将来の入院受療率＝現状の入院受療率×66.8％
２. 現在, 介護療養病床に入院中の患者について

将来の入院受療率＝現状の入院受療率×38.7％
将来の必要病床数＝将来推計人口×将来の入院受療率÷病床利用率95％



現状 (2005年) の療養病床は38.4万床あり, うち医療療養病床25.4万床, 介護療養病床

13万床であり患者の状態を踏まえた必要性から区分すると医療療養病床として22万床必要

であり, 新たな介護施設 (介護療養病床の別の形での存続, 老人保健施設の機能強化等)

等へ移行すべき病床12.6万床, 在宅への移行によって削減可能な病床3.8万床としている｡

表４の推計の前提から必要病床数を計算すると, 最低限必要な慢性期入院病床 (現在の医

療療養病床) は, 2010年度に24.4万床としている｡ 厚労省のいう2012年度に15万床 (医療

療養病床) にするのはこの結果からは無理がある｡ 2015年度は27.1万床となり, 2005年度

の医療療養病床数25.4万床を上回り慢性期の入院病床の必要性は今後さらに高まるとして

いる (図６)｡

現状の介護療養病床に対応する分としては, 新たな介護施設等 (介護療養病床の別の形,

老人保健施設の機能強化等) の必要数は, 2015年に16.5万床, 2025年には17.8万床として

いる｡ 全体では2015年には43.7万床, 2025年に51.3万床が必要とされている｡ そして, こ

れまでの療養病床が果たしてきた役割を踏まえ, 引き続き医療の提供が保障される新たな

機能 (施設) の整備・強化が必要であるとしている｡ 厚労省は, ｢高齢者は在宅へ｣ とい

う流れを作りつつあるが, 地域ケア整備構想, そしてその中での高齢者の受け皿が未整備

のまま, 増えつつある老々世帯に対し在宅へ誘導できるのであろうかと疑問を呈している｡

国民は, 高齢者が入院, 入所できる施設を強く望んでいるのにもかかわらず在宅へ誘導し,

医療費を抑制しようとする動きがあまりに強いこと, 在宅は, 公費など見かけ上のコスト

を減らす可能性はあるかもしれないが, 国民のニーズに逆行し, 国民に精神的, 経済的負

担を強いるおそれもあることを踏まえ安易に在宅に流れないよう, 慎重な論議が必要であ

ると結んでいる｡ もともと厚労省は, 医療区分１の大部分については“医療が必要だが病

状が安定している”という範疇に入れるべきところを“医療の必要性のないもの”と意図

的に読み替えを行って病床削減の根拠とした｡ 現状の把握を十分に行わず, 十分な論議も

ないまま前提条件を押し曲げ結論を出したところに, 最初に結論ありきの財政削減中心の

意図が見え隠れしている｡ 日医のグランドデザインは現状の厚労省の計画に沿った対抗案

であり, 前提条件の誤りに対し, しっかり反論したうえで新たな受け皿の確保ができたう

えで病床問題について論議をすべきであろう｡
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あん摩・マッサージ, はり・きゅう, 柔道整復に
関する同意書の取り扱い等について

医業類似行為とは, 医師でなければ行うことを禁止されている医療を医師以外の者が業

として行うことです｡ 先生方は日常の診療の中で, 患者さんまたは医業類似行為施術業者

(あん摩・マッサージ師, はり・きゅう師, 柔道整復師) から施術同意書の記載を依頼さ

れた経験はおありでしょうか｡ 本来は整形外科等の専門医を紹介して診断・治療を依頼す

るべき (療養担当規則第16条および第17条) であります｡ 同意書記載を専門外だからと断

られる先生が多いと思いますが, やむを得ず書かれる先生もいらっしゃるようです｡

以前より, 保険再審査において同意書の不備が散見されます｡ 療養担当規則や医師法に

抵触している場合もありますので, 記載時の留意事項等について解説いたします｡

１) 同意書を書くに当たっての留意事項

① 法 令

・保険医療機関及び保険医療養担当規則 第２章 第17条

(昭.32.４.30厚生省令第15号)

保険医は, 患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由に

よって, みだりに, 施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない｡

・医師法 第20条 (昭23.７.30法律第201号)

医師は, 自ら診察しないで治療をし, 若しくは診断書若しくは処方せんを交付し,

自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し, 又は自ら検案を

しないで検案書を交付してはならない｡

このため, 施術業者からの電話のみで同意書を交付することはできないというこ

とです｡

② 記載するにあたり, 診察し必要であれば検査をした上で診断確定していることが大

前提です｡ 患者さんに頼まれて…というのが多いと思いますが, 病的なものか, 単に

疲労回復や慰安が目的なのかを見極める必要があります｡ 必要な場合のみ, 必要な内

容だけを責任を持って指示してください｡ 同意書を書くということは, その行為を必

要な保険医療と認めたことになります｡

・傷病名：不備が目立ちます｡ たとえば, 胆汁性肝硬変やアルツハイマー病などだけ

で, 施術対象の疾患名がないものがありましたが, 当然駄目です｡

・施術の種類：変形徒手矯正術とは, たとえば内反足に対して施行しますが, 熟練し

た技術を要します｡ 成人の関節拘縮に対しては授動術という手技がありますが,

骨折や関節損傷をきたさないように医師の管理下に慎重に施行すべきものです｡

人工関節置換術後の患者さんに対して, 整形外科医以外から変形徒手矯正の指示

が出ているケースがありましたが, 人工関節破損や脱臼のリスクがあり, とんで

もないことです｡

マッサージ・温罨法はいわゆる消炎鎮痛等処置のことです｡

・施術の部位：同意書には躯幹・四肢の５部位ありますが, 必要な部位のみ指示して

ください｡

・往療：身体的な問題により通院できない場合しか認められません｡ 往療が必要とい
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うことは, 医療機関への通院も困難であるということです｡

(例１) 施術対象疾患名なく, 関節拘縮の原因, ４部位に施術をする必要性が不明｡ 往

療も必要とは思えない｡

(例２) 病名に対して躯幹, 上肢は適応ない｡
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(例３) 傷病名より筋麻痺・関節拘縮をきたすとは考えにくく, 変形徒手矯正術が必要

とも思えない｡

(例４) 病名より躯幹, 右上肢の施術は適応なく, 通院も可能であると考えられ, 往療

は必要ない｡ また, 変形徒手矯正術の必要理由も不明である｡

(注) 依頼を受ける同意書のほとんどがあん摩・マッサージ用です｡

③ 施術による療養費支給と医療保険の併給禁止

指示された施術期間中は, 同意書を発行した医療機関においては, 同一疾病での検

査は認められても, 治療 (投薬・リハビリなど) は認められません｡ 例えば, リウマ

チで治療中だった患者の施術をリウマチで同意した場合, 施術期間中は同意を与えた
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医療機関ではリウマチに関する治療薬は保険請求できないことになります｡

(ただし, あん摩・マッサージの場合のみ, 類似診療内容に関する療養の給付以外は

認められます｡)

④ 医師同意書が必要な施術対象

・あん摩・マッサージ：筋麻痺や関節拘縮等であって, 保険医療機関で十分治療目的

を果たすことが出来ない場合｡

・はり・きゅう：慢性病 (神経痛, リウマチ, 頸腕症候群, 五十肩, 腰痛症, 頸椎捻

挫後遺症等) であって医師による適切な治療手段のないもの｡

・柔道整復：骨折・脱臼 (打撲・捻挫と, 応急の手当てとしての骨折・脱臼は同意書

不要｡ また, 慢性疾患を取り扱うのは違法｡)

⑤ 施術同意責任

患者に施術にかかわる事故が発生した際には, 同意書を発行した医師には診断責任

が残存しており, 施術同意責任が問われる場合も否定できない｡

(昭57.３.30長野地裁判決 参考)

⑥ トラブル症例 (同意責任を追及される可能性のあるもの)

・ただの腰痛と言われマッサージを受けていたが, 腰痛が悪化したため整形外科を受

診したら, 圧迫骨折・悪性腫瘍の転移だった｡

・骨粗鬆症の高齢者がマッサージを受け, 肋骨骨折をきたした｡

・膝関節痛に対して痛みをこらえて施術を受けていたが, 疼痛増悪し整形外科を受診,

患者さんの申告により, １年前に施術業者に指示されて近くの内科医院で膝のＸ線

撮影を受けていたことが分かり, 借りてきて比較したところ, 関節破壊がかなり進

行していた｡

２) 医業類似行為施術業者よりの検査 (Ｘ線・ＣＴ・ＭＲＩなど) 依頼について

医療機関において, 読影・診断されている場合は問題ないですが, 撮影のみしてフィ

ルムのみを渡すというようなことがないようにお願いします｡ 画像診断は専門医または

かなり経験を積んだ医師でないと難しいことが多々あります｡ 読影・診断する資格も能

力もない施術業者にフィルムを渡し, 重要な所見を見落とされ間違った説明を勝手にさ

れて, 漫然と施術が続けられ患者さんが不利益を被る結果になると, 医療機関に責任が

及ぶ場合があります｡

同意書を書かれる際には, 以上のことをご留意していただきますようお願いいたします｡

なお, 京都府医師会発行の保険事務必携にも詳細に掲載しておりますのでご参照ください｡
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