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 日本の社会保障制度は、少子高齢化等による人口構成の変化、経済情勢低下による雇用

基盤の弱体化や貧困・格差問題などの新たな課題への対応に迫られています。 

 さらに、社会保障費は国家財政の大きな部分を占めるうえ、年々増加している一方で、

税収は歳出に対して大幅に不足している現状があります。 

 

◆社会保障・税一体改革が必要とされる背景 ～財源を確保し、充実・安定化へ 

 

 

 

 

 

 社会保障の安定・強化と財源の確保、および財政再建のための改革を同時、一体で実行

しようとする社会保障と税の一体改革は、2011 年６月２日、政府の社会保障改革に関する

集中検討会議が「社会保障改革案（以下、改革案）」を取りまとめ、同 30 日には政府・与

党による「社会保障・税一体改革成案（以下、成案）」が策定されました。 

 ここには、医療・介護を含めた社会保障のあるべき姿を提示するとともに、消費税率の

段階的引き上げ（2010 年代半ばまでに税率 10％）が明記されています。 

 

◆「改革案」の概要 ～医療・介護サービスは充実、効率化の双方を推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費増税で医療・介護はどのように変わるのか 

１│社会保障と税一体改革関連法の成立までの背景と経緯      
 

●高齢者への給付が相対的に手厚く、現役世代の生活リスクに 

対応できていない 

●貧困問題や格差拡大への対応などが不十分 

●社会保障費の多くが赤字国債で賄われ、負担は将来世代に 

現役世代も含めた 

すべての人が、より受益を

実感できる社会保障制度

の再構築＝機能強化 

●社会保障の基本方針 

＜優先的に取り組む項目＞ 

①子ども・子育て支援、②医療・介護のサービス改革、③年金改革、④貧困・格差対策 

（＊）①～③については充実化、または効率化・抑制推進項目を列挙 

●消費増税と社会保障目的税化 

 ●社会保障の充実に要する額：3.8 兆円（2015 年度時点） 

  給付の効率化および重点化による縮減：1.2 兆円  ⇒ 不足財源推計額：2.7 兆円 

●消費税の社会保障目的税化、2015 年度をめどに税率 10％まで段階的引き上げ 

「成案」では・・・・・ 
基本的には改革案を踏襲するも、消費増税に対する与党内の強い反発から、 

10％への引き上げ時期の表現を「2010 年代半ばまで」と緩和 
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（１）医療・介護関連項目に関する検討 

 成案においては、主な改革項目として挙げられたものが、①提供体制の見直し、②医療・

介護保険の見直し、これら以外の分野である③その他、という３つに区分できます。 

 

◆「成案」で示された主な改革項目 

項目区分 充実する項目 効率化・抑制を図る項目 

提供体制の見直し 

●病院・病床機能の分化・強化と

連携 

●在宅医療の充実 

●地域包括ケアシステムの構築な

ど在宅介護の充実 

●ケアマネジメントの機能強化・

居住系サービスの充実 

●重点化に伴うマンパワーの増強 

●平均在院日数の減少 

●外来受診の適正化 

●情報技術活用による重複受診・重

複検査・過剰薬剤投与などの削減 

●介護予防・重度化予防 

●在宅への移行 

医療保険・介護保険の

見直し 

●国民健康保険の財産基盤強化と

低所得者の保険料引き下げ 

●低所得者の介護保険料引き下げ 

●高額療養費制度の見直し 

●短時間労働者に対する被用者保

険の適用拡大 

●介護納付金の総報酬導入 

●外来受診時定額負担の導入 

その他 ●総合合算制度の導入 

●後発医薬品の更なる使用促進 

●国保組合の国庫補助見直し 

●高齢者医療費支援金の総報酬割

導入 

●70～74 歳の医療費窓口 2割負担 

（※）上記項目のうち、社会保障制度改革推進法において、  は導入見送り（「当面」を含む）、また 

     は当初の予定より縮小して実施、あるいは検討継続が決定した項目 

 

 最終的に、野党の意向を反映させる形で、社会保障制度改革推進法において、一体改革

大綱その他既往方針のみにとらわれず、社会保障制度改革を行うに必要な事項を審議する

「社会保障制度改革国民会議」が設置され（同法第 9条）、この会議で継続協議が進められ

ることとなりましたが、国民会議の設置については、政局動向の中で置き去りにされた感

があります。 

 しかし一体改革のなかでも医療・介護関連分野においては、与野党の考え方に大きな差

がないため、上記の項目を中心とする改革の具体化が進むという予測されます。 
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（２）２０１２年度診療報酬改定との関連 

 本年４月に行われた今次診療報酬改定は、社会保障・税一体改革を実行するに当たって、

成案に沿う内容となっており、2025 年のイメージを見据えたあるべき医療の実現に向けた

第一歩として位置づけることができます。 

 政府は、2025 年までに病院・病床の機能分化と特化を促すとともに、在宅サービスや一

般外来も含めて、患者や住民のニーズに応じたシームレスで適切なサービス提供体制の整

備を目指し、今次改定においても下記のような評価項目の見直しで、政策誘導を図ったと

いえます。 

 

◆今次改定における 2025 年を見据えた評価の見直しの視点 

 

【成案】（平成 23年 6月 30 日政府・与党社会保障改革検討本部決定） 

 

 

 

 

 

●病院・病床機能の分化・強化と連携、地域間・診療科間の偏在の是正、予防対策の強

化、在宅医療の充実等、地域包括ケアシステムの構築・ケアマネジメントの機能強化・

居住系サービスの充実、施設のユニット化、重点化に伴うマンパワーの増強 

●平均在院日数の減少、外来受診の適正化、ＩＣＴ活用による重複受診・重複検査・過

剰薬剤投与等の削減、介護予防・重度化予防 

 

 

 

 消費税率が段階的に 10％まで引き上げられることにより、医療・介護関連分野に充当さ

れる財源も増えると見込まれますが、５％アップで増える税収予測 13.5 兆円のうち、社会

保障の充実に割り当てられるのは、うち１％相当分に過ぎません。 

 残る４％については社会保障の安定化（増税に伴う支出増、将来世代へのつけ回し軽減

を含む）、つまり現在の社会保障制度を維持するための財源となります。 

 しかし、社会保障目的税化を明示して消費増税を実行することから、診療・介護報酬改

定率アップはそれほど期待できないと考えるべきです。 

２│消費増税は報酬引き上げにつながるか      
 

地域の実情に応じたサービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化 

診療報酬・介護報酬の体系的見直しと基盤整備のための一括的な法整備実施 
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◆消費増税分の使途 ～税率５％アップの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：政府広報「明日の安心 ～社会保障と税の一体改革を考える～」2012 年 3月 

 

（１）消費税の使途の修正 

 社会保障・税の一体改革を機に、消費税は社会保障目的税化が明示され、その使途も修

正されることとなります。改革を通じて、全ての人が受益を実感できる「全世代対応型社

会保障制度」を目指すとしており、新たに子育てに関わるシステムに財源が配分されます。 

 

 

 

 

 

（２）医療・介護関連使途の具体的項目 

 社会保障の充実のうち、「医療・介護」には試算上 1兆 6000 億円弱が充てられます。 

「どこに住んでいても、適切な医療・介護サービスが受けられるように」をキーワードに、

下記のような取り組み項目が挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１％相当分＞ 

２．７兆円程度 

 

社会保障の充実 

＜４％相当分＞ 

１０．８兆円程度 

社会保障の安定化（年金国庫負担 2分の 1への財源：2.9 兆円） 

消費増税に伴う社会保障支出増（物価上昇分：0.8 兆円） 

将来世代へのつけ回し軽減（社会保障費増加分等：7兆円） 

子ども・子育て（0.7 兆円）、医療・介護（1.6 兆円程度）、年金（0.6 兆円） 

現 在 

高齢者３経費 

（基礎年金・老人医療・介護） 

改革後 

社会保障４経費 

（年金・医療・介護・子育て） 

○在宅医療・在宅介護の充実 地域包括ケアシステム ⇒ 住み慣れた地域での生活継続 

○早期社会復帰に向けた医療の充実 

○長期で高額な医療の患者負担を軽減 

○医療・介護保険料の低所得者軽減を強化 

○後発医薬品の使用促進、給付の重点化 
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 前章で紹介したように、消費税が５％引き上げとなる予定の 2015 年には、税収増 13.5

兆円のうち医療・介護に配分される 1 兆 6000 億円弱で、約 7000 億円が医療・介護サービ

ス提供体制見直しに充てられる見込みとなっています。 

 医療制度改革以降、中長期の様々な政策が実施されていますが、現在も引き続き問題と

して捉えられているのは、医療・介護提供体制に関する機能と連携の強化です。 

 さらに、医療・介護ニーズに対し必ずしも効率的で最適なサービス提供とはなっておら

ず、過剰需要が生じている一方で、必要なサービスが十分には提供されていないという指

摘もあります。 

 

◆医療・介護サービス提供体制に関する課題と改革の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療・介護サービス提供体制改革の取り組み 

１│医療・介護サービス提供体制に関わる問題認識      
 

●医療・介護を担う人材の不足・偏在と不十分な機能分化 

  ：諸外国に比べても多い人口当たり病床数、病床あたり職員数の少なさ 

   平均在院日数の長さ（医療密度の薄さと表裏をなすもの）、救急医療等 

●居住系サービスの不足、在宅医療・介護サービスの不足、医療と介護の連携不足 

●生活習慣予防等の推進による健康度の向上  

など 

目指すべき改革の方向性 

2025 年頃までに現在指摘されている課題を解決し、機能分化と連携により、 

重層的・一体的に住民を支える医療・介護サービス体系を構築する 

●改革の具体的な方向性：人材確保と資質の向上、病院・病床の機能分化・強化 

            地域包括ケアシステムの確立、介護予防・重度化予防 

●改革による国民のＱＯＬの向上：急性期医療における医療資源の集中投入 

               医療と介護の連携強化と地域ケア体制の整備 
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 社会保障・税一体改革を通じて、政府が示す医療・介護サービス提供体制の充実を図る

イメージモデルは、次のようなものです。 

 病院・病床機能の役割分担を通じて、より効果的・効率的な提供体制を構築するため、

一般病床区分を「高度急性期」「一般急性期」「亜急性期」など、ニーズに合わせた機能分

化・集約化と連携強化を図ることとし、併せて、地域の実情に応じて幅広い医療を担う機

能も含めて、新たな体制を段階的に構築するものとしています。 

 また、医療機能の分化・強化と効率化の推進によって、高齢化に伴い増大するニーズに

対応しつつ、概ね現行の病床数レベルの下で高機能の体制構築をめざすこととしました。 

 

◆将来像に向けての医療・介護機能再編の方向性イメージ 

 ＊医療ニーズの状態像により、医療・介護サービスの適切な機能分担をするとともに、居住系・在宅

サービスを充実する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２│医療・介護サービス提供体制拡充モデル      
 

【２０１１年】 【２０１５年】 【２０２５年】 

 

 

一般病床 

（107 万床） 

 

療養病床 

（23 万床） 

介護療養病床 

介護施設 

（92 万人分） 

居住系サービス 

（32 万人分） 

在宅サービス 

（高度急性期）

（一般急性期）

（亜急性期等）

長期療養 

（医療療養等）

介護療養病床

介護施設 

居住系サービス 

在宅サービス

高度急性期 

一般急性期 

亜急性期等 

在宅サービス

居住系サービス

介護施設 

長期療養 

○
居
住
系
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
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な
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○
機
能
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療
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連
携
強
化
） 

一般病床 



2025 年モデルの実現へ 医療・介護サービス提供体制再編の方向性 

医業経営情報レポート 7 

 

 

 国と厚生労働省が目指す 2025 年モデルの実現に向けては、消費増税分の使途として示さ

れた充実化の各項目の一方で、重点化・効率化を図る項目についても、いわゆる改革シナ

リオ（＊）の中で明記され、これらの推進には診療報酬・介護報酬の改定などにより、誘導

が図られるとみられます。 

 消費増税分の財源の一部が充当されることから、今後の医療・介護報酬双方の改定率に

全体的で大きな伸びは期待できないといえます。しかし、特に急性期医療については医療

資源の集中投入等の方針が明らかとなっており、一方の平均在院日数の短縮等の重点化・

効率化項目に対しては、報酬上の評価見直しで推進すると予測されます。 

（＊）改革シナリオ：平成 23年６月「医療・介護に係る長期推計 

（主にサービス提供体制改革に係る改革について）」厚生労働省資料 

 

◆改革シナリオにおける主な充実、重点化・効率化要素（2025 年） 

①充実化する項目 

項 目 2025 年における職員・利用者等と単価 

急性期医療の改革 

（職員数） 

●高度急性期：2 倍程度増 ⇒ 単価約 1.9 倍（＊） 

●一般急性期：6 割程度増加 ⇒ 単価約 1.5 倍（＊） 

●亜急性期、回復期リハ：コメディカル中心に 3割程度増 

長期療養・精神医療の 

改革（職員数） 

●長期療養：コメディカル中心に 1割程度増 ⇒ 単価 5％程度増 

●精神病床：コメディカル中心に 3割程度増 ⇒ 単価 15％程度増 

在宅医療・在宅介護の 

推進等（利用者数） 

●在宅医療利用者数：1.4 倍程度増 

●居住系、在宅介護利用者：約 25 万人/日増、ＧＨ：約 10 万人/日増 

小規模多機能：約 32 万人/日分程度増 

●定期巡回、随時対応：約 15 万人/日分程度整備 

医療・介護従事者数の 

増加 
●全体で 2011 年の 1.5～1.6 倍程度増 

その他サービスにおける 

充実、連携強化等 

●介護施設におけるユニットケア普及、在宅介護サービス利用料の増

大等各種サービスの充実 

●介護職員の処遇改善 ⇒ 単価の上昇 

●地域連携推進のためＭＳＷ等の増 

（＊）単価の基準は、現行の一般病床平均対比による 

 

 充実化項目の多くは、医療・介護従事者数の増加から単価増に結び付ける方向性が示さ

れています。介護報酬においては、近年介護従事者の処遇改善に関するインセンティブが

重視されていますが、特に急性期医療提供の場面で、提供体制として職員数を増加させ、

単価のアップにつなげようという取り組みは、全国の大部分を占め地域の一般急性期医療

を担う中小病院および診療所にとって、大きなメリットにはならない可能性があります。 

３│充実・重点化・効率化を図る改革シナリオ      
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②重点化・効率化する項目 

項 目 2025 年におけるサービス需給状況 

急性期医療の改革 

（平均在院日数の短縮等） 

●高度急性期：平均在院日数 15～16 日程度 

●一般急性期：平均在院日数 9日程度 

●亜急性期、回復期等：平均在院日数 60日程度 

長期療養・精神医療の改革

（平均在院日数の短縮等） 

●長期療養：在院日数 1割程度減少 

●精神病床：在院日数 1割程度減少、入院 2割程度減少 

在宅医療・在宅介護推進等 

（施設から在宅・地域へ） 
●入院、介護施設入所者：約 60 万人/日程度減少 

予防（生活習慣病・介護） 

地域連携・ＩＣＴ活用等 

●生活習慣病予防や介護予防、地域連携、ＩＣＴ活用等により、医

療については外来患者数 5％程度減少（入院ニーズ減少に伴う増

加分を除く）、介護については要介護者等 3％程度減少 

医薬品・医療機器に 

関する効率化等 
●伸び率：マイナス 0.1％程度（後発医薬品の使用促進） 

医師・看護師等の 

役割分担の見直し 
●病院医師の業務量：マイナス 2割程度（高度急性期・一般急性期） 

 

 重点化・効率化項目では、在院日数の短縮が重視されていますが、これにより早期の退

院・在宅復帰で患者のＱＯＬも向上するという考え方が基盤となっています。そのために

は、在宅医療・在宅介護を支援するサービス提供の充実が必須であり、医療・介護提供側

としては、早期のシフト転換が求められることになります。 

 

 

 

 社会保障・税一体改革で行う取り組みは、入院医療の強化と在宅医療の充実、地域包括

ケアシステムの構築によって、地域を問わず必要に応じて適切な医療・介護サービスを受

けられる仕組み作りを目指すとしています。 

 

◆改革のイメージ～ （出典）社会保障・税一体改革関連政府資料より 

 

●病気になったら                   ●退院したら 

 

４│医療・介護サービス改革のイメージ      
 

急性期病院 

 

亜急性期・回復期リハ病院 

 

地域の連携病院 

 

かかりつけ医 

地域包括ケアシステム 

医療                介護 

住まい          

 

生活支援・介護予防 

包括的 

マネジメント 

 

●在宅医療 

 連携拠点 

●地域包括 

支援センター 

●ケアマネ 

ジャー 
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 社会保障・税一体改革は、高齢化の進展に伴う人口構造の変化に対応を迫られた政府が、

社会保障財源の安定確保を図るという目的を明確化したことで、消費増税が受け入れられ

たといえます。 

 2012 年現在、65 歳以上の高齢者１人に対して現役世代 20～64 歳の支え手が 2.4 人に減

少し、いわゆる「騎馬戦型」社会となりました。2050 年には、65 歳以上１人に対して 20

～64 歳は 1.2 人と推計され、社会保障においては「肩車型」社会が到来する見込みです。 

 こうした現状を受け、社会保障費負担の見直しと併せて、高齢者人口が増大することで、

住み慣れた地域での生活を継続しながら、サービス全体の量の拡充とニーズの多様化に対

応する介護サービスの今後のあり方は、2025年を見据えた大きな検討課題になっています。 

 

◆介護サービスをめぐる具体的改革方針 

●介護サービスの多様化と機能強化 

●居住系サービスの拡充 

●認知高齢者に対するサービス強化 

●地域密着型の施設サービス 

●利用者のニーズを踏まえた介護施設機能強化 

 

（１）介護サービス提供体制改革の基本的考え方 

 高齢者の尊厳、個別性の尊重を基本に、できる限り住み慣れた地域での生活の継続を支

援することを最優先項目として掲げています。 

 具体的には、高齢化の進行等による要介護高齢者数の増大を踏まえたサービス全体の量

的拡充を図るとともに、高齢単身ないしは夫婦のみ世帯の増大、認知症高齢者の増大、重

度要介護者の増大、医療・介護双方のサービスを必要とする高齢者の増大など、要介護高

齢者の状態像の変化を踏まえたサービスの多様化と機能強化を実現するとします。 

 

2025 年の介護サービス提供体制のあり方 

１│介護サービス提供体制の多様化と機能強化へのニーズ      



2025 年モデルの実現へ 医療・介護サービス提供体制再編の方向性 

医業経営情報レポート 10 

（２）地域・在宅での生活を継続できる各種サービスの強化 

①居住系サービス 

 できる限り住み慣れた地域での生活を継続したいという国民の意向を実現するため、既

存の在宅サービスの充実に加えて、24 時間対応訪問介護・看護サービスなどを拡充すると

ともに、グループホームやケア付き住宅などの居住系サービスを諸外国並みの水準まで拡

充することを目指すとしました。 

 

②在宅サービス 

 増大する認知症高齢者に適切な介護サービスを提供するため、小規模多機能サービスや

グループホームを拡充し、重度化しても在宅生活の継続を可能にする在宅サービスの整

備・機能強化を図る方向で、介護報酬改定等による政策誘導が行われると推測されます。 

 

③施設サービス 

 認知症高齢者への対応強化や個々人の暮らしの継続性を尊重する個別性の高いケアを実

現する観点から、個室・ユニット化を推進するとともに地域に密着した小規模型施設を重

点的に整備することを目指しています。 

 ただし、近年は個室重視の方向にシフトしており、自宅と変わらない暮らしの継続に対

するニーズに対して、施設側がどのように利用者の満足を得ていくかがカギになるといえ

ます。 

 

 尚、介護関連施設全体としては、入所者の重度化の進行や終の棲家としての看取り機能、

在宅支援（通過施設）機能など、介護施設利用者のニーズを踏まえた施設機能の強化を図

るものとしています。 

 

 

 

 医療制度改革以降、在宅医療支援の推進政策は、医療・介護分野双方で強化されてきま

した。社会保障・税一体改革においても、自宅・地域での生活を基盤としつつ、必要に応

じて医療や介護サービスを受給できるシステム構築が、「全ての人がより受益を実感できる

全世代対応型社会保障制度」の確立に不可欠であると示しています。 

 

●地域における医療機関の連携強化と在宅医療サービスの充実 

●プライマリケア機能強化と訪問診療棟の強化 

●地域包括ケアシステムの整備 

２│在宅医療と地域ケア連携の強化      



2025 年モデルの実現へ 医療・介護サービス提供体制再編の方向性 

医業経営情報レポート 11 

（１）急性期等入院医療との連携 

 急性期・慢性期の入院医療からの早期退院・在宅療養や、在宅での緩和ケア・看取りの

ケアを希望する患者のニーズを満たすことができるよう、地域における病院・診療所の連

携を強化するとともに、在宅療養支援診療所、訪問看護など在宅医療サービスの充実強化

を図ることとしています。 

 介護事業者側としては、地域における医療・介護のネットワークのさらなる強化が必須

であり、同時に患者・利用者が住み慣れた地域での療養生活を不安なく継続できるサービ

ス提供のあり方を考えなければなりません。 

 

◆医療・介護サービスの需要と供給シミュレーション ～入院から介護への移行 

一般病床入院患者（１日当たり） 2007 年 約 80 万人 → 2025 年 約 104 万人 

医療療養病床入院患者（１日当たり） 2007 年 約 22 万人 → 2025 年 約 36 万人 

介護施設入所者（１日当たり） 2007 年 約 84 万人 → 2025 年 約 169 万人 

居住系サービス利用者（１日当たり） 2007 年 約 25 万人 → 2025 年 約 47 万人 

在宅介護サービス利用者（１日当たり） 2007 年 約 243 万人 → 2025 年 約 408 万人 

外来・在宅医療（１日当たり） 2007 年 約 582 万人 → 2025 年 約 634 万人 

出典：社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護費用のシミュレーション 

 

（２）訪問診療機能の強化 

 入院医療に関する機能強化・分化に伴い、病院の外来を専門外来として位置づけるとと

もに、地域における医療・介護のゲートキーパーとしての役割を果たす診療所におけるプ

ライマリケア機能や主治医機能の強化、訪問診療等の強化が図られます。 

 医療必要度の低い長期療養患者は、これまで介護分野がその受け皿の役割を果たしてい

ましたが、「地域・自宅への復帰」を目指すうえで、訪問診療等により一定の医療を提供し

ながら、介護支援サービスを受給する在宅療養者増加を見込み、今後のサービス運営体制

を構築する必要があります。 

 

（３）地域包括ケアシステムの整備 ～介護保険事業計画との運用調整も 

 多くの要介護者は、高齢化に伴って医療・介護双方のニーズを持つことから、地域にお

いて医療・介護を一体的に提供する地域包括ケアマネジメント体制の整備が不可欠です。 

 地域包括支援センターの機能強化とともに、医療から介護への円滑な移行促進と相談業

務や各種サービスへのコーディネート機能が求められています。 

 当初 2012 年３月末に予定されていた介護療養病床廃止方針の延期が決定されて以降、医

療療養病床数は増加しており、広域生活圏で医療・介護の連携がとれた効率的な体制整備

に対する要望が強まるなか、入院患者のケアマネジメント体制やあり方についての検討は、

今後大きな検討課題となるはずです。 
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 人口の高齢化に伴い、認知症を患う高齢者の増加は在宅医療・介護の推進にとって、そ

の継続を困難にするハードルの一つでもあります。 

 下記試算からは、増加する認知症に対応するため、中学校区（全国に約１万校区）に３

カ所程度（定員 20 名）の小規模多機能を整備すると仮定すると、グループホームと小規模

多機能サービスにより、施設以外で療養生活を送る認知症高齢者のほぼ半分をカバーでき

ることとなります。今後増加する認知症高齢者に対するケア体制は、精神科医療に対する

政策方針に従い、他の介護と同様に地域でのケア強化が図られるとみられます。 

 

◆認知症高齢者ケアの全体像イメージ 

（単位：万人/日） 

 施設 グループ 

ホーム 

在宅 
認知症以外の 

在宅 
 うち 

小規模多機能 

2007 年 

（185） 
 ６７ １３ １０４ １～２ １３８ 

2025 年 

（323） 
１１９ ３５ １６９ ６０ ２６１ 

 

 老人保健施設は、本体在宅復帰に向けた中間施設として位置づけられていますが、認知

症により在宅介護が困難な入居者が長期滞在することも珍しくなく、実際には終の棲家と

ならざるを得ないケースが多くなっています。 

 2025 年に向け、医療・介護サービス提供体制は、社会経済情勢の変化に対応しながら安

定した制度を維持することが求められています。日本は、国民皆保険制度に代表されるよ

うな成熟した社会保障制度を持っているものの、その安定した運営には財源不足が大きな

課題でありました。一方で、医療と介護は報酬面で一線を画しつつも、実態として連携が

不可欠な分野であることは議論の余地がなく、いずれかの提供体制が崩壊すれば成り立つ

ものではないため、社会保障制度の両輪であるといえます。 

 社会保障・税一体改革関連法の成立に際して、消費増税によって再び受診抑制が起こる

のではないか（97 年患者負担引き上げ時）という懸念もあります。介護サービス提供にお

いては、介護報酬改定が必ずしも人材面での充実に効果が表れていないという問題を抱え

ていることは否めません。さらに、介護分野においては消費増税への対応は初となります。 

 しかし、同改革における医療・介護サービス提供体制改革方針の具現化に向けては、消

費増税により生ずる財源の振り分けとともに、医療機関の運営に直接的影響が大きい新た

な規制や制度の創設についても注視していくことが必要です。 

３│認知症高齢者ケアの全体像      


