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（福岡県社保協オンライン学習会 2022年２月 20日） 

 

地域医療を守り、発展させる今後の展望 

公益財団法人日本医療総合研究所 寺尾正之 

 

１、医療を壊した新自由主義 

（１）コロナ危機は、日本の医療体制と公衆衛生の対応力の弱体化を露呈させた。新

自由主義による医療費抑制政策の弊害 

  ①企業（資本）の利益を優先する新自由主義的医療改革は、1980年代に実行され 

た「臨調行革」路線を端緒に、1996年の橋本政権による構造改革路線によって 

本格化し、小泉政権のもとで医療、社会保障構造改革の新段階に 

  

②2001年４月、「聖域なき構造改革」を掲げて小泉政権が発足し、「医療費の伸び 

を経済財政と均衡の取れたもの」にするとして、経済に合わせて医療を抑制す 

る医療費（保険でまかなう医療給付費）抑制政策を展開した 

 

（２）需要面では「受益者負担」を求め、患者負担を増やす 

①憲法に基づき国が国民に保障する医療から、自己責任に基づく医療へ転換し、 

公的医療保険に給付抑制構造を持ち込む 

 

②「受益者が負担する」という市場原理に沿った患者負担の増大によって、経済 

的弱者は意図的に受診抑制に追い込まれ、見かけ上の医療需要が削減された。 

この結果、社会経済的要因により健康状態や疾病のリスクが生じる健康格差が 

拡大し、社会全体の健康が悪化した 

 

③医療には負担（支払い）能力と関係なく必要が生じるという大原則がある。 
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社会全体の共通資本といえる医療は、必要度に応じて、誰もが分け隔てなく、 

平等に享受できるようにすべきである。「負担（支払い）能力に応じて負担」す 

ることは、患者負担ではなく、税と社会保険料に求めるべき 

 

（３）供給面では「効率」最優先で、病床削減など医療提供体制を縮小 

 ①入院期間を短縮して「川上」の医療から「川下」の在宅介護へ患者を速やかに 

流す政策がとられ、医療の提供体制が縮小されてきた 

 

②医療機関を医療機能別に再編・集約化し、「効率」を最優先させる医療提供体制 

を構築する政策をすすめた ⇒ 地域医療構想の推進 

 

（４）医療・介護の市場化・産業化と一体ですすめた 

①医療・介護分野に営利企業が進出し利益をあげる 

・医療機関経営への営利企業の参入は医療界と国民の運動に阻まれてきた一方、 

介護分野では営利企業の参入が認められている 

 

②公的給付の削減部分を企業に委ねビジネス化するとともに、経済成長戦略へ 

組み込む 

  ・民間医療保険の契約者数はうなぎのぼりに増え、国民医療費の患者負担の総 

額５兆１千億円（2018年度）に対して、国民は民間医療保険に７兆６千億円 

の保険料（生命保険）を支払っている状態 

      

 

２、コロナ禍で＜見えた＞医療体制と公衆衛生の脆弱性 

（１）感染患者を受け入れる病床が減っていたことが＜見えた＞ 
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①結核患者などの感染症の患者が減ってきたことを理由に、感染症指定医療機関

と感染症病床ともに削減されてきた 

・感染症病床は 9,210 床（1998 年 10 月、旧「伝染病」病床）から、3,321 床

（1999年 10月）に減り、新型コロナに対応できる第２種指定医療機関は、全

国で 351か所 1,888床（2019年 10月）に激減している 

・指定医療機関の約８割は、自治体が運営する公立病院と日赤などが運営する

公的病院が担っている 

  

②重症の感染症患者を治療する集中治療室（ＩＣＵ）の人口 10万人あたり病床 

数）を比べると、日本はドイツの６分の１、フランスの半分以下の４床余り（通 

常の医療を縮小しＩＣＵに回しても最大で 13.5床）しかない 

      

（出所）厚生労働省医政局 2020年５月６日 

  

③＜その訳は＞ 

・今後、需要が増大するのは高齢期の医療で慢性期が中心だとして、感染症を 

含む急性期（急激に症状が表れる時期）医療を縮小してきた ⇒ 急性期患者 

を受け入れる「７対１」病床は 2014年～2019年の５年で約４万床も減少 

・「老衰の大往生」は一部にすぎず、多くの高齢者は急性疾患にかかり、急性期 

治療を受けた後に死亡。高齢者が増加しても急性期医療の需要は減らない 
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（２）医師が足らない、看護師も不足していることが＜見えた＞  

①日本の医師数は人口千人あたりでみると２.４３人で、ＯＥＣＤ（経済開発協 

力機構）加盟国のうちデータのある 29か国中の 26位と不足している。あと医 

師を 13 万人養成しないとＯＥＣＤ平均値の３.⒋人に追いつかない（2017 年、 

OECD2019） 

・Ｇ７のなかで日本の人口あたり医師数は最低で、フランスの 70％、ドイツの 

60％の水準 

⇒厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」では、過労死ラインの 

 月平均 80時間を超える時間外労働（休日労働を含む）をしている勤務医 

が約８万人とされている 

 

②＜その訳は＞ 

・1982 年に〝将来は医師過剰時代になる〟として、医学部定員 10％削減など

医師養成の抑制を国策とした。 1984年の医学部定員が 8,280人であったの

が 2003年には 7,625人まで大幅に削減され、定員削減が 2008年まで続いた 

      

（出所）日医総研リサーチエッセイNo.77 2019年９月 
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③看護師についても、Ｇ７のなかで日本の入院患者１人あたりの看護師数は 

０.８６人で、ドイツ（1.61 人）、 フランス（1.75 人）、イギリス（3.08 人）、 

アメリカ（4.19人）の２分の１から５分の１の水準（2017年、OECD2019） 

⇒長時間・過密労働・低処遇の中、 年間 10人に１人の割合で看護師が辞め 

ており、現場では深刻な人手不足が続いている 

 

（３）「健康危機管理」の担い手――保健所が減っていたことが＜見えた＞ 

①ウイルスの流行は公衆衛生の問題。公衆衛生(public health)は、直訳すれば

「公共的健康」 

・日本国憲法第 25条２項に規定された「公衆衛生の向上及び増進」を担う公的

機関として、都道府県、政令指定都市などに、保健所が設置されている 

 

②感染症対策を担い、「健康危機管理」の担い手である保健所 

・保健所運営に国が公費補助を行ってきたが、公費負担を削減する目的で、保 

健所の削減が行われてきた 

・保健所は、1994年度の 848カ所から、2020年４月には 469カ所に激減した 

・保健所職員も大幅に定員削減され、職員総数は 1990年 の 34,571人から、 

2016年の 28,159人へと削減されてきた。なかでも医師数は４割以上減っ 

ている。保健所保健師１人あたりの受け持ち人口は 17,000人に上る 

⇒東京都墨田区保健所の西塚 至所長 

 「金にならないことをやって、危機に備える。これこそ公衆衛生です」 

 

③＜その訳は＞ 

・結核患者の減少などを名目に、「感染症の時代は終わった」 「これからは高 
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齢者の時代だ」として、1994年に保健所法が地域保健法に改定され、人口 10 

万人あたり１カ所設置するとしていた指針を廃止。二次医療圏（病床数など 

医療体制を計画する区域で全国 355区域）に１カ所の保健所に変えられ、保 

健所の統廃合がすすめられた  

   
            ＴＢＳ系『サンデーモーニング』2021年１月 10日放映 

  

（４）「効率」一辺倒ではなく、「余力と備え」のある医療体制が不可欠 

①厚生労働省・公衆衛生審議会「新しい時代の感染症対策」（1997年） 

・感染拡大の防止と患者の人権を守るために、「感染患者に対して医療機関で早 

期に良質かつ適切な医療を提供することは不可欠である」と提言していた 

 

②地域医療は面で支えている。感染拡大がいつ起きても対応しうるよう「余力と 

備え」のある医療体制を整えておくことが必要。新型コロナ医療とコロナ以外 

の一般医療の役割分担の強化、その両方の医療機関が成り立つような支援の枠 

組みがないと、地域医療が崩壊しかねない 

 

③政府は、新型コロナ感染患者を多く受け入れてきた公立・公的病院の「436病 

院リスト」は、コロナ禍以前を想定したものと認める一方で、「実施を強制した 
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り、機械的な実施は求めていない。あくまで地域の調整会議で議論して決める 

もの」として、リストの撤回・修正は拒否 

     ＜地域医療構想＞ 

   

 

       
 出所:経済財政諮問会議資料（2019 年５月 31 日） 

 

④公立・公的 436病院リストの再編統合を、重点支援地域を定めて、補助金を 

集中的につぎ込んで、切り崩していく方針 

   ・現在、12道県 17区域の重点支援区域を選定。ほとんどの区域で公立・公的 

病院が含まれる。17区域のうち再編統廃合方針を確定した６区域では、病院 

数を 17から 12へ５病院削減、病床数は 3,242床から 2,392床へ 850床削減 

  

 ⑤消費税財源を使って病床削減 

・「病床機能再編支援事業」を法制化（2021年度:195億円） 



8 

・病床の 10％以上を削減（休床を除く）する病院に対し、削減病床１床あたり、 

病床利用率に応じた額を交付。統廃合を伴う病床削減は、廃止病床１床あた 

り、病床利用率に応じた額を交付 ⇒ 病床利用率が高いほど単価が高くなる 

 

⑥全国知事会、全国市長会はじめ地方から中止・見直しの意見 

・全国自治体病院開設者協議会長・全国知事会の平井伸治鳥取県知事 

「新型コロナ患者受け入れの一番の担い手に、コロナナ患者受け入れの一番 

の担い手に、自治体病院がなっている。ワクチン接種にもさらに大きな役割 

を担わないといけない。新型コロナウイルス感染症に追いまくられている実 

情で、うちとあの病院を統合しようとか連携病院にしようとか、話し合いが 

できる状況ではない。この議論は差し控えてほしい」 

・和歌山県福祉保健部技監・健康局長の野尻孝子氏 

「公立・公的病院がしっかりと役割を果たしてくれたおかげで乗り越えられ 

たということです。地域医療構想でいろいろ言われていましたが、役割を発 

揮していただきました。（議論の方向性を）見直すべきだ」 

 

（５）日本の医療体制は、病床数が多く、入院期間も長く、効率的でないため、医療 

費を膨張させ、コロナ禍のなかで医療崩壊を招いたという主張 

①日本の総病床数は、病院・有床診療所の一般病床、療養病床、病院の感染症病 

床、結核病床、精神病床を合計したものだが、長期ケア（慢性期）と精神病床 

は、フランスを除くＧ７各国では総病床数に含まれない 

・アメリカは全米病院協会登録病数、イギリスでは民間セクターを含まず、地 

域ごとに集計範囲が異なる 
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                     出所:日本医師会会資料（2020年１月 20 日） 

    

出所: 財務省・財政制度分科会資料（2021 年 11 月８日） 

・日本の急性期病床には、一般病床の回復期リハビリテーション病棟が含まれ 

るが、Ｇ７各国では、リハビリ病床は急性期病床とは区分されている 

・日本の病床は、精神病床が約２割を占め、人口千人当たりの病床数では他の 

先進国の２倍から８倍にもなる 

⇒比較する条件・土俵が違い、病床数を過大に見せている 

 

②民間医療機関のコロナ患者受け入れ割合が低すぎるという主張 

・民間医療機関が受け入れられないのは、約７割が 200 床以下の中小病院で、 

 医師・看護師等の人員体制や規模・建物構造から感染防止した病室を作るこ 

とができず、感染症患者を受け入れられる状況にはないという実態がある 
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・一方で、そのことを医療機関の集約化が必要とされる根拠にも使っており、 

厚生労働省が地域医療構想の推進を止めないのも、こうした背景がある 

⇒地域に医療機関や病床が数多くあることは、身近に医療を受けられる体制 

が整っていることだが、診療報酬や医師・看護師養成の抑制によって、人 

員不足と空床が発生している 

  

 

３、“救えるいのちが救えない”――公的責任で医療、公衆衛生政策の大転換を 

（１）どうする地域医療 

①政府は地域医療構想を推し進め、医療提供体制のダウンサイジングを通じて、

「効率的」な医療体制を整備し、感染症の拡大時に迅速に対応するよう、自治

体や医療現場に求めている 

・合わせて、地域医療構想と地域包括ケアは、車の両輪の関係にあり、お互い 

が補完しあうことで、医療と介護の連携を推進し、「住み慣れた地域で豊かに

老いる」ことをめざすと主張していたが、在宅医療・介護施設の充実は遅々と

して進まず、病床削減だけが先行している 

 

②人口の減少 → 医療需要が縮小 → 病床・病院・医師の削減という方針に固執

しているが、地域医療を支えてきた医療機関は、住民の生活を支える基本イン

フラであり、健康といのちを守る砦である 

・必要な医療が行われなくなれば、国民のいのちも守れなくなることは、コロ 

 ナ禍のなかで再認識された。長年にわたる医療費抑制政策の転換が不可欠で 

ある。病床・医療従事者など医療体制の強化、医療機関の経営を守る、医療・ 

介護等の労働者を守る政策への転換は待ったなし 
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・地域医療の実態を無視した、病床の機械的な削減をさせないため、現在の 地 

域医療構想を抜本的に見直し、自治体レベルで、地域医療構想に医療機関や 

住民の意見を十分に反映させる 

・地域医療構想調整会議を形骸化させない取り組み、また医療関係者が中心と 

 なって、どのような医療需要があり、どの程度の病床が必要かを具体的に提 

言していく取り組みが重要 

  

  ③住民一人ひとりの心身・生活の状態に即し生活の質、療養の質を保障する多様 

   な受け皿づくりは、日常生活圏内での途切れない医療・介護サービス体制があ 

って初めて成り立つ。住まいの状況を改善することも重要。地域社会の基本イ 

ンフラを守り、地域社会から医療・介護・福祉・公衆衛生の拡充を 

 

（２）どうする公衆衛生 

①新型コロナ以外の新興感染症の予防活動や健康づくり、介護予防などの活動は、 

コロナ禍以前よりも増加していくと予測される 

・感染の恐れから予防接種をためらい乳幼児の定期予防接種率低下がしている 

・外出や身体活動、対面会話を制限したことで、高齢者の心身の機能を低下さ 

せている 

⇒東京都健康長寿医療センターの調査研究では、他者との繋がりが乏しい

高齢者（社会的孤立者）ほど、▼身体機能低下▼抑うつ▼要介護状態など

のリスクが高く、孤立と閉じこもり傾向が重なると、死亡率は２倍超に 

 

②骨太方針には、保健所の設置個所や感染症の専門的な知識を持つ人員の拡充な 

ど体制強化については、なんら示されていない 

https://gemmed.ghc-j.com/?p=21750
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・公衆衛生の必要性と保健所の機能強化はコロナ危機で証明されている。公衆 

衛生、地域保健に関わる人材の増員と予算の確保は急務 

・政令指定都市の全行政区に保健所を再建し、保健所の増設と機能の拡充、保 

健師の増員を図り、健康の公的責任に基づいた公衆衛生体制を確立する 

・地方衛生研究所を法律に位置づけ、国立感染症研究所とともに、人員・予算、 

研究費の拡充、調査・研究の強化を図る必要がある 

・感染症専門医など感染症専門の医師・看護師の養成と配置等を計画的に取り 

組む 

 

（３）新自由主義に固執する政治と政策の転換を 

①骨太方針に基づく「新経済・財政再生計画改革工程表 2021」は、コロナ危機の

教訓に学ぶことなく、「医療危機」「貧困な公衆衛生」「介護崩壊」をすすめ、住

民のいのちと暮らしを脅かし、不安に陥れるもの 

・社会保障の「給付と負担の見直し」では、「大きなリスクは共助、小さなリス 

クは自助で対応すべき」（財政制度等審議会「建議」2019年６月 19日）との 

考え方から、「自助、共助、公助の範囲についても見直しを図る」 

・社会保障はもともと生涯型・全世代型でしかあり得ないが、現在、社会保障 

の「支え手」を増やす「働き方改革」とセットの「全世代型社会保障改革」 

が進行中。医療・介護制度では、保険給付の範囲が縮小され、その分を患者・ 

利用者負担に移し替えることがさらに強まる 

    

②改革工程表に盛り込まれた「給付と負担の見直し」 

＜預貯金額に応じて窓口負担を増やす＞ 
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・75歳以上の医療費窓口負担は、年収が一つの基準だが、預貯金額に応じて窓 

口負担を増やすことを検討。マイナンバーと個人の預貯金口座をひも付けて 

預貯金額を把握する 

＜薬剤自己負担の引上げ＞ 

・薬剤の種類に応じて患者負担を引き上げるか、薬剤費の一部を全額患者負担 

とすることを検討 

・ＯＴＣ類似医薬品（市販薬と類似の効能がある保険適用の薬）は、保険外併 

用療養費制度を活用して、「技術料は保険適用のままで、医薬品だけ全額自 

己負担とする枠組みを導入」する  

＜医薬品を保険給付対象から除外＞       

         
（出所）財務省 財政制度等審議会 財政制度等分科会（2021 年 11 月８日） 

＜外来受診時に定額負担の導入＞ 

・「かかりつけ医」は、患者自らが選ぶものということが基本だが、財務省は一 

般的な外来受診は「かかりつけ医」に相談することを基本とするシステムを 

確立し（「かかりつけ医」認定制度の法制化）、「かかりつけ医」以外の外来受 

診への定額負担を導入するよう求める（１～３割負担プラス定額負担） 

＜介護保険給付を縮小し、利用者負担に転嫁＞ 

・▽ケアプラン作成の有料化、▽多床室の室料徴収）、▽軽度者への生活援助 

サービス等の総合事業への移行、▽利用者負担２割、３割の対象拡大 
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③コロナ禍のなかで、国民のいのちと生活を守るためには、新自由主義に固執す

る政治と政策を転換し、一人ひとりが個人として尊重され、お互いを支え合う、

多様で公正な社会をつくることが不可欠 

・その土台となるのは、「国の社会保障支出」と「所得再分配機能」の抜本強化 

＜社会保障をはじめ社会に不可欠な基本インフラを拡充する＞ 

＜国民経済の基盤である働く人の賃金を引き上げる＞ 

＜「全世代型」の看板に隠れている大企業と富裕層――真の負担能力を持 

った、重要な「支え手」に応分の負担を求める＞ 

 

④岸田文雄首相は、「新しい資本主義」を唱え、「新自由主義の弊害」は「市場に 

依存しすぎたことで格差や貧困が拡大した」ともいうが… 

・大企業の利益を最優先し、規制緩和・民営化を進める一方で、低賃金と非正

規雇用を増やし、社会保障を抑制・削減する政策をすすめた結果、貧困と所

得格差が拡大し、生活や消費が安定せず経済が冷え込んだ一方で、大企業の

利益と内部留保、株式配当が大幅に増加した 

 

④公的責任を住民の自己責任や助け合い転嫁し、自治体を競合させて地方統制を

強めていく岸田政権に対し、「いのちを守る」政策への転換を求める 

・地域から住民と医療・介護等の従事者の目線で声を上げる！ 

・声を上げる人たちの共同を広げ、自治体とも連携し、国に向けた運動を！ 

＃浸透する自己責任論、強い同調圧力の一方で、 ダイバーシティの広がり 

＃地域や現場で起こっている「事実の重み」、当事者のリアルな声を、的確 

に、どのように伝えるか。声を上げる人の裾野を、どう広げるか  
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＜参考資料＞   

    
（出所）「新しい資本主義実現会議」（2021 年 11 月 26 日）内閣官房・新しい資本主義実現本部事務局 

 

  
         （出所）「新しい資本主義実現会議」（2021 年 11 月 26 日）後藤茂之厚生労働大臣提出資料 

 

＃公定価格（診療報酬・介護報酬）を引上げて、医療機関・事業所の利益（収支差額） 

と医療・介護従事者の賃金を引上げると、付加価値生産性は向上する    

＜付加価値生産性＝（利潤＋賃金）÷労働者数＞ 


