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はじめに

日本の体系的医療は、6世紀における中国
医学の導入に始まりました。この伝統のもと
で名高い医師が数多く生まれましたが、明治
維新（1868）の頃より西洋医学の導入が国策
として進められ、ここから現代の日本の医療
制度が発達しました。戦後の急速な経済発展
により日本人の生活水準は大きく向上し、ま
た、公衆衛生もあらゆる面で目覚しく改善さ
れました。
現在、日本の医療制度は多くの点で世界

一の水準にあり、それは平均寿命の長さや乳
幼児死亡率の低さに示されています。しかし
同時に数々の課題にも直面しており、例え
ば、医療専門家（医師や看護師など）の数が
病院のベッド数に比して足りないことや、長
期入院などが問題となっています。21世紀
の医療システムはまた、病気の構造変化や、
欝病など心の病の増加、SARSなど新種の感
染症の登場、そして何より、平均寿命の伸び
による老人性疾患の激増といった問題に対
応していかなければなりません。

新しい技術
国立がんセンターの医師・
看護師が移動式の X線機
器を使って、患者に放射線
治療を行っている
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医療
質の高い、維持できる保健医療サービスへの志向

日本政府の政策やその他の事項について
さらに詳しくお知りになりたい方は、
以下のサイトをご覧ください。
外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/
Web Japan
http://web-japan.org/
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医療サービス

厚生労働省の 2002年の調査によれば、日
本には、9,187の病院、9万 4,819の診療所、
6万5,073の歯科医院があります。ベッド数は、
病院と診療所を合わせて 184万床です。医師
の数は約 26万 3,000人で、これは人口 10万
人につき平均 195.8人の割合であり、歯科医
師数は 9万 2,900人で、人口 10万人につき
71.0人の割合です。このような統計値が示す
ように、日本の医療サービスは、北欧諸国の
それに匹敵する水準にあります。
日本人がかかる病気の種類は、過去 40～

50年間に、生活環境の改善や医療技術・設備
の進歩といった様々な要因で大きく変化しま
した。例えば、1950年には結核が第一の死亡
原因で、死亡率は 10万人に 146.2人と高率で
したが、現在は 10万人に 2人未満に減少し
ています。

1960年代から 70年代において死亡原因の
トップにあった脳卒中は、1970年代後半に減
少しました。代わって、1980年以降の最大
の死亡原因はガンで、その数は年々増えてい
ます。厚生労働省の 2002年の調査によれば、
死亡原因は多いほうから順に、ガン（31.0パー
セント）、心臓病（15.5パーセント）、脳血管
疾患（13.2パーセント）、肺炎（8.9パーセント）
となっています。

2002年度の国全体の医療支出は 31兆円
で、国民所得の 8.6パーセントにのぼり、こ
のうち 65歳以上を対象とする老人医療費が
49パーセントを占めました。この老人医療費
の拡大が最大の原因となって、健康保険制度
の財政基盤が大きく揺らいでいます。

日本の健康保険制度

1961年に行われた健康保険法の改正で、
日本人と日本に居住する外国人のすべては、
6つある健康保険のうちの一つに加入できる
ようになりました。その主なものは、民間企
業従業員のための健康保険で、もう一つは、
自営業者・失業者・退職者・その他企業の健

日本における年間医療
支出
* 老人保健医療制度は 1983年に創
設され、当初の対象年齢は 70歳
以上（および特定の障害を持つ 65
歳以上）だった。しかし 2002年
の改正で 75歳に引き上げられ、
医療費の自己負担もそれまでの定
額から、所得に応じて全体の 1割
ないし 2割へと変更された
出典：厚生労働省

Yearly medical 
expenditures in Japan
Source: Ministry of 
Healtyh and Welfare
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康保険に加入資格のない人たちのための国
民健康保険です。そのほかに、船員、国家・
地方公務員、私立学校教職員が加入する保険
があります。日本の医療保険では、3歳から
74歳までの人はかかった医療費全体の 3割
を、3歳未満は 2割、75歳以上は 1割もしく
は 2割を支払います。そして残りの診療報酬
は、厚生労働省の定めるとおり、保険者が医
師・病院・診療所・その他医療サービスの提
供者に対し、診療ごとの支払い方式で直接支
払います。
このような包括的な医療保険制度によっ

て、すべての人々が十分な医療を受けるこ
とができるのです。それは安心を与えると
ともに、社会全体の健康水準を向上させて
います。

高齢者のための保健医療サー
ビス

日本人の平均寿命の長さは世界一で、女
性 85.33歳、男性 78.36歳です（2003年現
在）。そして日本人の高齢化も世界一の速さ
で進んでおり、それが深刻な社会問題を引き
起こしています。1970年には 65歳以上の人
口は全体の 7パーセント台でしたが、それか
らわずか 24年後の 1994年には 14パーセン
トに上昇しました。2004年 9月現在、65歳
以上の高齢者数は 2,484万人です。これは日
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本人の 5人に 1人の比率ですが、2050年ま
でには3人に1人になると予測されています。
2002年の 65歳以上の高齢者の医療費は 15
兆 3,000億円で、歳出全体の 49.0パーセント
を占めました。これを一人当たりに換算する
と 64万 6,000円で、65歳未満の医療費が一
人当たり 15万 3,000円であるのと大きく異
なっています。
医療技術が進歩したことで最高水準の治

療が受けられるようになりましたが、同時に、
治療期間も長期化しています。さらに、核家
族化の進行と女性の社会進出によって、高齢
者の在宅介護は一部の家庭では難しくなって
います。これに付随して、老人ホームなどの
高齢者介護施設が不足しており、そのために、
治療よりもまずは介護を必要とするような高
齢者が、介護施設ではなく病院において長期
間介護を受けるという事態も生じ、高齢者医
療費をさらに増大させています。
高齢者介護の質を高め、財政基盤を改善

し、医療と介護の混在に起因する非効率を解
消するために、政府は 2000年に介護保険制
度を発足させました。この制度では、広範な
層（40歳以上の全員）から強制的に保険料
を徴収し、それがホームヘルパーによる訪問
介護、ケアセンターの利用、認知症や寝たき
り老人の施設長期滞在の費用に充てられま
す。そうしたサービスを受けるには、個々の
ケースごとに、介護保険制度の運営に責任を
持つ市町村の事務所から認定を受けなければ
なりません。65歳以上の人（第一号被保険者）
が払う保険料は、地方自治体がその人の年金
から差し引く形で徴収します。40歳から 64
歳までの「第二号被保険者」の保険料は、医
療保険料とともに一括で支払われます。この
システムで介護を受けられるのは 40歳以上
で、通常払う保険料に加えて、受けるサービ
スの費用の 10パーセントを払う必要があり
ます。このような介護保険システムの財源は、
国が 25パーセント、都道府県と市町村がそ
れぞれ 12.5パーセント、保険料が 50パーセ
ントとなっています。
介護保険制度は 5年ごとに見直し・改定

が定められており、2004年現在、厚生労働
省は 2005年成立・2006年施行予定の改定法
の準備を進めています。見直しが予定されて
いるのは、制度の効率の向上と費用の削減に
ついてです。

保健・医療の制度改革

日本の医療制度は重大な転換期にありま
す。国民皆保険制度の導入から 40年が過ぎ、
また前述したように、人口の高齢化のため制
度を支える財政は大きく揺らぎ、今後が危ぶ
まれています。長期的に維持できる保健医療
制度を構築するため、政府は広範な改革を考
案・実施しています。例えば、高齢者の医療
費負担（収入に応じ、診療費全体の 1割また
は 2割）を再導入し、介護保険制度を発足さ
せました。
近年、医療制度改革の焦点は財政問題に

置かれていますが、医療の質を高める改革が
実施されていることも忘れてはなりません。
厚生労働省が発表した 2004年の『厚生労働
白書』によれば、改革は次のような分野で進

高齢者介護
ホームヘルパーの利用が
拡大すれば、高齢者の自
立生活支援に大きく役立
ち、また施設介護にかか
る社会全体の費用を抑制
できる
© Yomiuri Shimbun
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められています。
・ 医療事故を最小限に抑えるための体系的な
施策の実施

・ 治療における患者の参加の促進と、情報の
共有

・ 小児救急医療体制の改善
・ 救急救命士の処置範囲の拡大

・ へき地の医師を増やし地域間格差を縮小
すること

・ 病院の病床に関する機能分化の促進（例
えば一般病床と療養病床の区分推進）

・ 在宅医療推進の一環として、訪問看護の
質と量を高めること

・ 医薬品・医療機器産業の国際競争力の推進


