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要約	 

	 本稿の目的は、団塊世代が 75 歳以上となる 2025 年までに確立すべき、地域の医療と介護の

提供体制のあるべき姿を示し、その実現に向けて必要な改革策を提言し、それらによって医療

介護費がどの程度抑制できるかを推計することである。目下、政府は、地域医療構想の策定と

地域包括ケアシステムの構築を掲げ、医療と介護の改革を進めようとしている。しかし、改革

の方向性は示しているが、改革の具体的方策やその実行可能性、さらにはこれらが実現した暁

にどれだけの医療介護費が抑制できるかについてはまだ示されていない。本稿では、医療にお

ける高齢者の回復慢性期入院受療率の地域差を是正し、介護での受け皿を適切に整備すること

で医療介護費の削減を目指すものである。	 

	 第 1 章では、高齢化に伴う財政逼迫と医療費高騰を問題視した。同問題に着目した現政府の

地域医療構想では、回復慢性期2の入院受療率（10 万人当たりの入院患者数）の地域差を解消

することで医療費の 4 割を占める入院費の削減が実現すると想定している。しかしながら、政

府の方針では、地域ごとの目標受療率の設定が曖昧な点に加え、地域差を解消した場合の効果

が示されていない。また、海外比較を通して、日本は入院偏重であり社会的入院も深刻である

という現状を把握した。入院受療率の地域差を病床機能区分ごとに明らかにしたところ、回復

慢性期において特に大きいばらつきが見受けられた。	 

	 	 第 2 章では、本稿が問題意識を抱いた 2 点について述べる。1 点目は、地域医療構想で唱

えられている回復慢性期入院受療率における地域差是正の方針の曖昧さについてである。よっ

て本稿では、65 歳以上の高齢者の回復慢性期入院受療率の地域差の要因分析をした上で、具体

的な政策を踏まえた改革の全体像を明示し、その効果として 終的にいくら医療介護費が削減

されるか検証する。本稿で考える地域差の縮小とは、機械的に数値の上で入院受療率を引き下

げるという意味ではなく、既に不必要に入院させるような治療を避けて在宅復帰を促すことで

入院受療率を下げることに成功している好事例となる地域がある一方で、そうでない地域があ

って、そうでない地域が好事例に倣うことで今後入院受療率を下げることを想定している。入

                                                   
2	 ここでいう「回復慢性期」とは入院日数が 15 日以上の患者数のことである。地域医療構想における定義とは異なる

が、詳細な説明は、本稿 4 章を参照されたい。	 
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院が必要な患者を無理に退院させることを意図しない。2 点目は、回復慢性期の受療率を引き

下げるために医療と介護の連携を促進することである。	 

	 第 3・4 章では、65 歳以上回復慢性期入院受療率の地域差に関する目標値と要因分析に関す

る先行研究および医療介護費の効果測定に関する先行研究を考察したうえで本稿における新規

性を述べた。	 

	 第 5 章では、65 歳以上回復慢性期入院受療率の目標値設定と地域差要因分析のための重回帰

分析を行った。重回帰分析の結果、65 歳以上回復慢性期入院受療率の地域差を減らすためには、

介護施設の定員数の増加と在宅サービスの実施件数を増加させることが必要だと示唆された。	 

	 第 6 章では、回復慢性期の入院患者を対象とし、介護施設および在宅サービスへの移行を目

指す。全国規模で入院受療率を目標値まで引き下げ、 終的に医療費と介護費の合計として求

められる医療介護費の削減を目的とする。その際、①病床の転換、②既存介護施設への移行、

③介護施設の新設、④在宅サービスの拡充を提言する。シミュレーションでは医療と介護につ

いて、需給ギャップを考慮した二次医療圏ごとの移行患者・利用者数を検討し、実現可能性に

ついて考察を行った。	 

	 第 7 章では、シミュレーションに基づき、医療介護費の総計について効果測定を行い、本稿

の有意性を示した。効果測定の結果、医療費は約 3.6 兆円削減されるものの、介護費が約 1 兆

円増加し、医療介護費は約 2.6 兆円削減することが明らかとなった。この結果は本稿の問題意

識である「受療率の地域差是正による医療介護費の削減」と「医療と介護の連携」に貢献する

ことが証明された。	 
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はじめに	 

	 今年で戦後 70 年を迎える。1945 年に第二次世界大戦が終戦し、日本に平和が訪れ 1947 年か

ら 1949 年の第一次ベビーブームを誘発した。この期間の出生率は年間約 270 万人であり、2013

年の出生率である約 103 万人に比べて 2.5 倍以上であった。この世代が社会に出て多くの労働

力として活躍することで高度経済成長などの日本の経済の発展を支える存在となっていた。と

ころがベビーブームの時代に出生した世代の人々が 2025 年には 75 歳を迎える。いわゆる団塊

の世代であり、現在の高齢化の大きな要因となっている。一方、日本は女性の社会進出の促進

などによる晩婚化、独身女性の増加によって出生率が低下している。少子化と言われる問題で

ある。これらの少子高齢化が日本の将来世代に大きな影を落としているというのが現状である。	 

	 高齢者の生活は主に勤労世代によって支えられている。社会保障費に関して 1965 年には 65

歳以上の高齢者 1 人を 9.1 人で支える「胴上げ型」であった。それが今では「騎馬戦型」とな

り 2.4 人に 1 人を支えるようになり、2050 年には 1.2 人で支える社会である「肩車型」になる

と予測されている。医療費・介護費等の社会保障費の高騰は我々の世代も含め、将来世代にも

大きな負担となるはずである。本稿で着目したのは 2025 年までの持続的な医療介護の提供体制

の確立が喫緊の課題となっている。	 

	 医療費の削減を考える上で、大きな問題として挙げられているのが社会的入院である。これ

までにも、介護保険制度を 2000 年に創設して社会的入院を減らすべく取り組んできたが、依然

として入院医療を施される必要のない人々が長期間入院し、過剰な医療費用につながってしま

っていると考えられている。こうした患者に適切な療養サービスを提供し、無駄を削減する必

要がある。この社会的入院を考える上で論点となるのが、入院受療率の地域差である。地域の

人口当たりの入院患者数を示す入院受療率は都道府県ごとに大きな差が生じている。入院受療

率が高い地域では社会的入院患者を受け入れてしまう傾向があり、過剰な医療費が発生する一

因となっている。また、１人当たり医療費（年齢構成補正後）を都道府県別に近くすると、入

院医療費が地域差の 大要因となっていることが知られている。医療費増大要因の所在につい

ては様々な見方があるが、入院受療率に関する議論は活発的ではない。そこで、本稿では都道

府県ごとの入院受療率の目標値を定めた上で、65 歳回復慢性期入院受療率に影響を与える要因

を重回帰分析を用いて特定し、地域差是正に向けた方向性を示していく。また、本稿ではより
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綿密で実現可能性が高い政策提言を行うため、動学的シミュレーションにより二次医療圏ごと

の状況を把握し、 適な医療介護体制の構築に結びつけている。	 	 
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第 1 章	 現状分析	 

第 1節	 政府の施策	 
	 政府は医療と介護の改革の具体的な施策として地域医療構想3と地域包括ケアシステム4の構

築を掲げている。日本は団塊の世代が全員 75 歳以上の高齢者となる 2025 年に向けて医療提供

体制の見直しに着手している。地域医療構想は 2025 年の医療需要と必要病床数を推計し、「急

性期機能」「回復期機能」「慢性期機能」等、医療機能の分化を行うことで目指すべき医療体

制の提供を目的としている。5また、地域包括ケアシステムは自分の住む地域で医療、介護、予

防、生活支援等が完結し、自分らしい暮らしができる環境の実現を模索している。現在の制度

では病院や介護施設、介護サービスの連携が十分になされていないまま提供されているという

実態がある。これらをまとめあげ、一体的に提供をすることで費用の節約やサービスの向上等、

資源を有効活用することが可能になる。また、それに伴いその地域に住む住民に安心できるシ

ステムとなっている。	 

	 この政策の背景として、日本の財政健全化は喫緊の問題となっているということが挙げられ

る。財政健全化には増税か歳出削減かという 2 つの大きな選択肢がある。政府は 2014 年 4 月か

ら消費税率を 5%から 8%に増税した。2017 年 4 月からさらに 10%に引き上げることを検討してい

る。日本は今後も少子化が進むと考えられる。日本の人口は 2013 年では 1.27 億人であるが、

現状のままでは 2050 年には 1 億人を割ると推定6され、年々減少傾向になっていく。税金を納

めるのはもちろん国民である。税金を払う国民の数は逓減していき、人口低下に伴い税収入の

減少につながる。そのため安定した税収入は今後見込めないと予測される。したがって増税だ

                                                   
3地域医療構想とは、平成 26 年の通常国会で成立した「医療介護総合確保推進法」によって、2025 年に向けて都道府

県単位で、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに医療需要と病床の必要量を推計し、定めるものであ

る。平成 27 年度以降、都道府県は、医療計画において地域医療構想	 に関する事項を定めるものとされた。地域医療構

想の具体的内容は、2025 年の医療需要と必要な病床数、また目指すべき医療提供体制を実現するための施策である。

法律上では、平成 30 年 3 月までの作成を必要としている。

(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080878.pdf 地域医療構想策定ガイドライ

ンにて)	 
4「団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを人生の 後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括

ケアシステムの構築を実現」を厚生労働省は提起している。	 

（地域包括ケアシステム）	 
5政府の機能区分では「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」の 4 つの区分があるが、本稿では「高度急性期」

と「急性期」を合わせて「急性期」としている。	 
6内閣府「高齢社会白書(全体版)」(平成 24 年度)	 

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2012/zenbun/s1_1_1_02.html	 
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けでなく歳出削減も視野に入れなければ財政の健全化は見込めない。つまり歳出削減が重要な

課題となる。そこで日本の歳出割合に目を向けてみる。そのうち、2015 年では社会保障費が一

般会計歳出の 32.7%を占め7、内訳の も多い割合となっている。そのため一般会計歳出におけ

る社会保障費の歳出削減が直近の問題となっている。	 

	 社会保障費の中でも医療費の高騰が明らかである。日本では高齢化が進んでいる。2013 年に

は高齢者の割合が 25%を越え、4 人に 1 人が高齢者となった8。2025 年には高齢者割合は 3 人に

1 人となり、将来世代への負担の増加が考えられる。また、65 歳以上の高齢者は入院が長期化

する傾向にある9。入院の長期化は医療費の高騰につながる。それに伴い今後社会保障費の増大

が予測されている。2014 年段階では社会保障費が約 115 兆円であり10、そのうち医療費は約 32％

を占めている。現行制度のまま推移すると考えると 2025 年には社会保障費のうち、医療費が占

める割合は約 36%となる。全体としては、社会保障費は 1.36 倍になる。医療費に注目すると 2025

年には 1.54 倍に増加する見込みである。11将来的に増加傾向であり日本の財政状況を逼迫させ

る原因となるため、医療における費用の削減が求められる。図表 1 は社会保障費の費用の将来

推計を示しているが、医療費が 19 兆円、介護費が 11 兆円 2012 年比で 2025 年には増加するこ

とがわかり、社会保障費のなかでも医療費・介護費への対策が急務である。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図表 1	 社会保障に係る費用の将来推計	 

                                                   
7財務省「一般会計予算の概要」(平成 27 年度)	 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/002.htm	 
8総務省統計局「統計トピックス No.72 統計から見た我が国の高齢者(65 歳以上)-敬老の日にちなんで-」	 

http://www.stat.go.jp/data/topics/topi721.htm	 
9	 経済産業省「将来の地域医療における保険者と企業のあり方に関する研究会報告書」(2015 年 3 月)	 

http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150318001/20150318001e.pdf	 
10	 「社会保障の給付と負担の現状」(2014 年度予算ベース)	 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/dl/09.pdf	 
11社会保障に係る費用の将来推計について」(平成 24 年 3 月)	 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/dai6/siryou4.pdf	 
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厚生労働省「社会保障に係る費用の将来推計の改定（平成 24 年 3 月）」より筆者作成	 

	 

第 2 節	 国際比較（OECD 諸国と比べて）	 

また、ここで OECD 加盟国の中で日本について国際比較をしてみる。日本は OECD	 加盟国の中

で入院偏重であるという実態がある。入院偏重を示すものとして平均在院日数が考えられる。

日本の平均在院日数は12OECD 加盟国 34 カ国のうち 長で、OECD 平均が 8 日なのに対して、日

本は 18 日と 2 倍以上となっている。すなわち医療費における入院費の割合が他国に比べて多く

なっていると考えられる。さらに高齢化率も 34 カ国中13第 1 位と も高齢化が進んでいると言

える。今後も他国に比べても医療環境の改善が必要とされる。確かに日本と比べて欧米の人々

は入院費が高すぎて入院できないという現状もある。しかし日本の福祉施設の問題もある。欧

米と比べて病院を支援する福祉施設が整っていない。そのように患者が治療を終えても福祉施

設が整っていないため、症状は回復しているものの退院せずに入院し続けるといういわゆる社

会的入院をする人々を助長する結果となっている14。社会的入院をしていると考えられている

人は高齢者患者の一般病床の 38.1%、療養病床の 51%15という推計も出ている。その分本来入院

                                                   
12	 OECD「図表で見る医療」(2013 年版)	 

	 http://www.oecd.emb-japan.go.jp/pdf/HealthataGlance2013press%20release.pdf	 
13厚生労働省「医療保障制度に関する国際関係資料について」(2012 年)	 

	 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken11/	 
14結城康博(日本における福祉国家の形成と医療の社会化)	 

	 http://www.jsssw-kanto.jp/assets/files/newhyouron/5/yuki.pdf	 
15良質な高齢者医療&ケアの実現に関する研究	 

	 http://www.kenporen.com/include/outline/pdf/chosa19_03.pdf	 
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せざるを得ない患者の病床不足にもつながると考えられる。なにより入院する必要のない人々

に国が支出し続けていると考えると国民医療費の増大につながるということは容易に想像でき

る。	 

	 

第 3 節	 入院医療費の推計方法	 

	 第 1 節で社会保障費の増大において医療費の増加が問題となっていると述べた。その中でも

医療費における入院費の割合は約 4 割を占めている16。そのため、この節では医療費の中でも

特に問題となっている入院費に焦点を当てる。	 

	 経済産業省(2015)「将来の地域医療における保険者と企業のあり方に関する研究会」におい

て、医療の将来需要を推計する際に、「将来のあるべき医療提供体制を考えていくためには、

将来の地域の医療需要を把握することが必要である。医療需要は、年齢と強く関係しており、

将来の年齢階級別の人口と、年齢階級別の受療率により推計することができる。」とあり、受

療率を求め、これを人口にかけ合わせることで、将来の医療需要を推計することが可能となる17。	 

	 そこで医療費の算出方法を考える。以下の①②の式を用いて考える。	 

①医療費＝患者数×一人当たり単価	 

②患者数＝人口×受療率	 

医療費の総額は入院患者数に一人当たりの費用単価を掛け合わせることで求めることができる。

そのため、患者数を求めることが必要とされる。そこで受療率というものに着目した。受療率

は各都道府県の人口 10 万人に対する推定の患者数を表す。すなわち、受療率に人口を掛け合わ

せたものが患者数となる。ここで、人口は政府の統計を用いるため、患者数は受療率が分かれ

ば求まる。医療費の削減には受療率の減少を必要とする。そのため、以後受療率に着目して考

えていく。	 

受療率も病床機能によって分類することができる。急性期の患者は状態の早期安定化に向け

て高度な医療提供を必要とする。一方で回復慢性期の患者は在宅復帰に向けたリハビリテーシ

ョンや医療の提供や長期の療養を必要とする。つまり、回復慢性期患者のほうが多くの時間を

要するという入院日数の差が生じる。規定として急性期は 14 日以内であるとしているのに対し、

回復慢性期は 15 日以上となっている。すなわち入院費増大のより大きな原因となっているのは

                                                   
16厚生労働省保険局「老人医療事業年報」（2002 年）	 

http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/05/dl/1-2n.pdf	 
17	 受療率とは各都道府県の人口 10 万人に対する推定の患者数を表す。	 
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回復慢性期とも考えられる。また、前述したように急性期はより高度な医療を必要とするため、

介護施設等への移行は困難である。すなわち現状の改善には回復慢性期に着目して考える必要

がある。	 

	 また、以下の図表 2・3 に注目する。これらのグラフは急性期入院受療率と回復慢性期入院受

療率を都道府県別に表したグラフである。グラフを見ると急性期入院受療率は全体的にばらつ

きが小さいものの、回復慢性期入院受療率はばらつきが大きいことがわかる。すなわち地域間

においての差が発生していると考えられる。政府の地域医療構想策定ガイドラインでも地域差

の解消について述べられており改善の必要性がある。	 

	 

図表 2	 65 歳以上回復慢性期入院受療率	 

	 

厚生労働省「患者調査（平成 23 年）」および総務省「人口推計」より筆者作成	 

	 

図表 3	 65 歳以上急性期入院受療率

	 

厚生労働省「患者調査（平成 23 年）」および総務省「人口推計」より筆者作成	 
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第 2 章	 問題意識	 

	 現状分析を踏まえ、本稿は以下の 2 点に関して問題意識を抱いた。	 

	 現状分析で既述したように、地域医療構想では、2025 年までに地域に合った医療体制を構築

し、回復慢性期の入院受療率の地域を是正することで医療費を削減する事が想定されている。

しかし、政府として回復慢性期入院受療率における地域差是正に関しての方針はあるものの、

まだ具体策は実施されていない18。さらに急性期・回復慢性期と分けて地域差要因を検証して

いる先行研究はまだない。なので、問題意識の 1 点目として、65 歳以上の高齢者の回復慢性期

入院受療率の地域差の要因分析をした上で、具体的な政策を踏まえた改革の全体像を明示し、

その効果を検証する必要がある。	 

	 具体的には、65 歳以上の回復慢性期の入院受療率を押し上げている要因として、現状分析で

指摘した「社会的入院」が考えられる。そこで本稿では、「介護サービスの充実が社会的入院

を削減し、回復慢性期の入院受療率を押し下げる」という仮説を基に、地域差の要因分析を行

う。	 

	 本稿における仮説が実証された場合、現状分析で言及した地域包括ケアシステムの構築と深

く関わってくる。地域包括ケアシステムにおける 大の問題点は「医療と介護の連携の不十分

さ」が挙げられる。その医療と介護の連携の度合いを示す指標として一般的に用いられるのは、

自宅での死亡率である。医療と介護の連携が進んでいるとされているオランダは病院死の割合

が 35.5%で、多くの高齢者は自宅死または施設・集合住宅19死である。一方、日本では病院死の

割合は約 8 割と極端に多く、医療と介護の連携が不十分であると言える。よって、問題意識の

2 点目は、回復慢性期の受療率を引き下げるために医療と介護の連携を促進することである。	 

	 

	 

	 

                                                   
18	 「地域医療構想策定ガイドライン(案)」(平成 27 年 3 月)	 
19 オランダではプライマリケアによる訪問診療やビュートゾルフと呼ばれる組織による訪問看護の充実という医療

と介護の連携によって自宅で 後を迎える人が多いと考えられる。	 
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第 3 章	 先行研究	 

第１節	 入院受療率の地域差に関する

先行研究	 
	 

第 1 項	 受療率の目標値決定に関する先行研究	 

	 本項では、第 5 章第 1 節において行う受療率の目標値決定に関する先行研究を取り上げる。	 

	 地域差を解消するための受療率の目標率決定に関する先行研究としては、「地域医療構想策

定ガイドライン」(平成 27 年 3 月	 地域医療構想策定ガイドライン等	 に関する検討会)20	 が挙

げられる。このガイドラインでは、慢性期の入院受療率の地域差を縮小することを前提にして

将来の医療需要を推計することを目指している。この中で、地域差解消に向けた構想地域ごと

の慢性期入院受療率の目標値の決定方法に関して言及している。具体的には、このガイドライ

ンは目標値の決定方法としてパターンを 2 つ提示している。1 つ目は、2025 年までに全ての地

域の慢性期受療率を都道府県の全国 小値に合わせる方法である。2 つ目は、慢性期入院受療

率の減少率は 大でも、入院受療率 大となっている都道府県が入院受療率が中央値となる都

道府県まで減らす割合とする方法である。21	 

	 

第 2 項	 受療率の要因分析に関する先行研究	 

本項では、第 5 章第 2 節において行う受療率の要因分析に関する先行研究を取り上げる。	 

	 一人当たり入院費や病床数ではなく受療率の要因分析を行う先行研究は非常に少ないが、知

野（2003）では、高齢者の入院受療率を被説明変数としてその要因分析を行っている。その結

果、医師数と病床数は高齢者の入院受療率に有意に正の影響を与えることが示されたが、介護

施設数に関しては統計的に有意ではなかった。その点に関して著者は、データが介護保険導入

                                                   
20地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律を根拠に設置された検

討会で、病床機能報告を踏まえたガイドラインの策定を目指している。	 
21	 地域医療構想ガイドラインには、「構想区域ごとに入院受療率と全国 小値との差を一定割合削減することを目標

とするが、その割合について全国 大値が全国中央値にまで低下する割合を一様に用いる」との記述がある。	 
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前の年度を使用していることに留意しており、介護保険の導入によって介護サービスが医療サ

ービスに与える影響力は変化するだろうと指摘している。	 

	 また、知野（2003）では地域の特徴を考慮した分析にするため、民間病院病床比率を変数に

加えている。このことは菊池（2007）でも、一般病床から療養病床への転換は民間病院が中心

となっている可能性が高く、療養病床数が増加することで高齢者の入院受療率を高めている可

能性が指摘されている。実際に民間病床比率は高齢者の入院受療率に有意に正の影響を与えて

いることが示された。	 

	 一方、菊池（2007）では 1994 年から 2004 年にかけて二次医療圏のパネルデータを用いて療

養病床数の増加要因を分析している。受療率を被説明変数とした先行研究は限られているため、

本稿では回復慢性期の大部分を占める療養病床数の要因分析も参考とした。菊池（2007）では、

療養病床数の増加要因に影響を与える変数として人口十万対一般病床数、高齢化率、介護施設

定員数、民間病院病床比率が挙げられ、療養病床と介護施設定員数との関係が検証されている。

結果としては高齢化率、一般病床数、民間病院病床比率が有意に正になり、介護定員数は有意

にならなかった。介護定員数が有意にならなかった要因として、菊池は介護施設の需要超過に

より、患者・要介護者をめぐる獲得競争はそれほど厳しくなく、介護と医療の代替性は低いた

めだと指摘した。	 

	 知野（2003）、菊池（2007）ともに高齢者医療と介護の代替性について確認することはでき

なかったが、菊池（2007）の検証結果を参考にすることで知野（2003）では把握できなかった

介護保険導入後の、高齢者医療と介護施設の関係を確認することができた。	 

	 また、訪問診療・訪問看護・訪問介護の充実は入院患者を減らし、医療費を削減する効果が

あると考えられる。平成 19 年度厚生労働省白書によると、１人当たり老人医療費と在宅等死亡

率の関係から、在宅等死亡率の高い都道府県では老人医療費が低くなる傾向にあることが指摘

されている。在宅医療、訪問介護・看護の普及度を客観的・直接的に評価する指標は複数ある

が、政府はその一つとして在宅等死亡率を用いており、在宅サービスが普及することで高齢者

医療費が低くなる傾向を示唆している。さらに、澤見（2003）では、一人当たり医療費が も

低い長野県と全国で 5 番目に高い山口県を比較し、要介護認定者のうち病院入院の割合が山口

県では 48.0％であるのに対し、長野県では 12.3％と低い。また要介護者のうち 27％が在宅療

養であるのに対し、長野県では 45.5％と高くなっており、在宅療養の充実が医療費を削減する

可能性を指摘している。	 

	 	 



ISFJ2015 終論文  
 

 17 

	 

第２節	 本稿の貢献	 
	 以上の先行研究を踏まえ、本稿の貢献に関して受療率の重回帰分析と効果測定に分類して述

べる。	 

	 まず、受療率の重回帰分析における本稿の新規性は、2 点ある。1 点目は、被説明変数として

受療率の中でも高齢者の回復慢性期の受療率に注目し、要因分析を行うことである。回復慢性

期という病床の区分は 2012 年の社会保障と税の一体改革で初めて考えられた概念であり、病床

機能報告制度自体が 2014 年から導入されたため、回復慢性期の受療率について分析を行った先

行研究はない。しかし、地域医療構想における概念を踏まえると病床機能に分類して要因分析

を行うことに意義があると考えられる。そこで本稿では 65 歳以上の回復慢性期入院受療率を算

出し、地域差に関する要因分析を行う。	 

2 点目は、訪問介護、訪問看護、訪問診療を総括した「訪問サービス」（介護保険の訪問サ

ービスとは異なる定義）が回復慢性期の受療率に与える影響を示すことである。平成 19 年度厚

生労働省白書等で在宅医療、訪問サービスの充実によって医療費が削減される可能性は指摘さ

れているものの、在宅・訪問サービスが受療率に与える影響を分析した先行研究はなく、この

点において本稿の新規性が示される。	 
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第 4 章	 国民医療費と介護給付

費の将来推計	 

第 1節	 推計方法	 

本項では、第 7 章において行う医療費・介護費の効果測定を見据えてそれに関連した先行研

究を取り上げ、本稿で採用した医療費と介護費の効果測定の方法の概要を整理する。	 

	 まず、医療費の将来推計に関する先行研究として、経済産業省(2015)「将来の地域医療にお

ける保険者と企業のあり方に関する研究会報告書」が挙げられる。この会議は、経済産業省が

担当する検討会で、「高齢化や人口減少がさらに進行する 2040 年まで見据えた将来の医療需要

を地域ごとに推計した上で、現状の医療提供体制と併せ考えることにより、地域ごとの医療の

需給ギャップを可視化」することを目的としている。	 

経済産業省(2015)では、医療需要推計の際に、入院患者の入院期間は患者の年齢と疾病に応

じた平均在院日数で決まると仮定し、疾病別、年齢階級別に、入院後の在院日数ごとの患者数

を推計し、それらを合計した。その上で、経済産業省(2015)では、一般急性期機能病床の平均

在院日数の推計値である	 15 日を境界とし、15	 日以下の患者数を高度急性期機能・急性期機能

相当の病床への医療需要、15 日超の患者数を回復慢性期機能相当の病床への医療需要としてい

る。これにより、医療需要を急性期病床患者と回復慢性期病床患者として区分することを可能

にしている。22	 
次に、この先行研究を踏まえて本稿で採用する医療費の効果測定の手法について整理する。

日本のデータには様々な定義の医療費があるが、ここでは、将来推計の際にしばしば用いられ

る厚生労働省「国民医療費」と整合的な医療費となる推計を行う。「国民医療費」は、診療種

類別に分類すると、医科診療医療費（入院、入院外）、歯科診療医療費、薬局調剤医療費、入

院時食事・生活医療費、訪問看護医療費、療養費等に分けられている。厚生労働省によって平

成 23 年度に国民医療費として推計されているが、性別・年齢階級別・傷病分類別の医療費が都

                                                   
22	 本稿で採用した病床機能区分の推計方法は、経済産業省(2015)に依ったが、地域医療構想では、DPC（診断群分類）

データや診療報酬レセプトデータを直に用いて医療資源投入量で測って、当該患者が属する病床機能を分類している。

本稿では、DPC データやレセプトデータを直接用いることはできないため、経済産業省(2015)で近似させている。	 
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道府県別には推計されていない。そこで、本稿では、「平成 23 年患者調査」23（平成２４年福

島県分を含む）の性別・年齢階級別・傷病分類別の推計患者数が都道府県別に得られるから、

これを用いた。また同調査から、傷病分類別に（退院患者の）平均在院日数も都道府県別に得

られる。	 

ただ、「患者調査」では患者数だけで、医療費はわからない。そこで、厚生労働省「医療給

付実態調査」にある性別・年齢階級別・傷病分類別の医療費（全国計）を用いる。これを「国

民医療費」の医療費と整合的になるように按分計算した上で、「患者調査」から得られた推計

入院患者数で除することで、性別・年齢階級別・傷病分類別に患者１人当たり医科診療医療費

（入院）が推計できる。ここでは、性別・年齢階級別・傷病分類別に推計していることから、

患者１人当たり医療費は、同じ姓、同じ年齢階級、同じ傷病において全都道府県で同じ額であ

ると仮定する。この仮定は、さほど強い仮定ではない。	 

こうして推計された患者１人当たり医療費に、各都道府県での性別・年齢階級別・傷病分類

別患者数を乗じることで、都道府県ごとに性別・年齢階級別・傷病分類別医療費が推計できる。

これを全傷病分類で合計したものが、都道府県ごとの性別・年齢階級別医療費として推計でき、

「国民医療費」と整合的なものとなっている。	 

また、入院受療率は、上記で推計した患者数を、総務省「推計人口」で得られる都道府県・

年齢階級・男女別人口で除することで推計できる。	 

医療需要の推計方法については、都道府県別・性別・年齢階級別に受療率（人口 10 万人対）

と患者１人当たり医療費を求めることを目的とし、これらが求められれば医療費の将来推計や

医療制度改革の効果を医療費抑制額として明らかにできる。	 

	 

	 

第 2 節	 介護費の推計方法	 
次に、介護費の将来推計に関する先行研究として、社会保障国民会議(2008)「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」が挙げられる。こ

                                                   
23患者調査は厚生労働省が３年に一度、行っているため、2015 年 11 月 1 日現在、 新のデータが平成 23 年度(東日本

大震災に伴い福島県は平成 24 年度)であった。以下国民医療費と介護費推計に関しては特に断りのない限り平成 23 年

度のデータを使うものとする。厚生労働省によると「入院及び外来患者については、10 月中旬の 3 日間のうち医療施

設ごとに定める 1 日。退院患者については、9 月 1 日～30 日までの 1 か月間。」のデータを報告させているため、時期

的な考慮が必要であるが、データの制約上検討することができなかった。	 
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の推計方法では介護サービス別、性別、年齢階級別に、要介護認定率、要介護者のサービス利

用率、利用者１人当たり費用を求めている。24すなわち、要介護認定率（要介護者数÷人口）、

要介護者のサービス利用率（利用者数÷要介護者数）、要介護者のサービス利用構成比利用者

１人当たり費用（費用÷利用者数）を推計した上で、これらの値が 2025 年も変わらないと仮定

する現状追認シナリオとして、人口のところに、先に医療の将来推計のところで説明した国立

社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）」の 2025 年の

推計人口を入れることで、2025 年の介護サービス利用者や介護費用が都道府県ごとに推計でき

る。	 

本稿で用いる要介護者数、利用者数１人当たり費用は、厚生労働省「介護給付費実態調査」

から得られる。	 

ただし、政府の統計の制約上、サービスの利用については、性別年齢階級別の値が都道府県

別に取れないが、要介護状態区分別には都道府県別のデータを取ることは可能である。そこで、

性、年齢階級を問わず、要介護状態が同じ人は同じようにサービスを利用すると仮定（基本的

には介護保険制度はそれを前提として要介護認定を行っている）して、都道府県ごとに、要介

護状態区分別に介護サービス利用構成比を求めることとする。また、介護サービス利用構成比

とは、ある要介護状態において、利用者がどの介護サービスを利用するかを示す構成比である

が、重複して利用する場合もあるため、合計値が 100％とはならない。介護サービスは、居宅

サービス、居宅介護支援、地域密着型サービス、介護福祉施設、介護保健施設、介護療養施設

に分けて分析した。政府のデータでは細かな利用サービスが算出できるが、本研究の趣旨とは

外れるため、この分類にとどめた。この分類方法を用いることで、将来人口が変化した際でも、

要介護認定率・サービス利用率・利用者の一人当たり単価が変化しないという仮定をおくと介

護費を求めることができる。	 

	 

	 

	 

	 

第 3 節	 効果測定の新規性	 

                                                   
24	 本稿では、第 6 章で介護認定率は要介護者数を人口で割ったもの、要介護者のサービス利用率は介護サービス利用

者数を要介護者数で割ったもの、利用者１人当たり費用は介護サービスにかかった費用を利用者数で割ったものと定義

して推計を行う。	 
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効果測定における本稿の新規性について述べる。本稿の測定では、先行研究の手法を用いて、

政府の公式統計としては公表されていない病床の機能分化について考慮している。回復慢性期

の入院受療率を下げるという改革を想定しているので、入院にまつわる医療費（入院医療費と

入院時食事・生活医療費）に関しても、急性期と慢性期に分けて推計している。このため、改

革シナリオでより精密な改革の効果を表すこと可能となる。また、政府の医療費推計では、一

般病床と療養病床に分けて推計しているが、本稿では、急性期と回復慢性期に分けて推計して

おり、地域医療構想の考え方に即した形できめ細かく効果測定を行うことができる。	 
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第 5 章	 回復慢性期入院受療率

に関する分析	 

第１節	 回復慢性期入院受療率の決定	 

第１項	 決定方法	 

第 4 章で示した医療費の推計方法によって、65 歳以上の回復慢性期入院受療率を推計し、各

都道府県における目標値に合わせる推計を行う。目標値決定の具体的な方法としては、地域医

療構想の考え方を踏まえ、前章で述べた通り、回復慢性期入院受療率は全国 小値に合わせる

ことを原則の目標とする。しかし現状で回復慢性期入院受療率が高い都道府県ほど減少率が大

きくなり、目標達成が困難であると考えられる。そのため、目標値の実現可能性を考慮に入れ

て、回復慢性期入院受療率の減少率は 大でも、入院受療率が 大の都道府県の入院受療率を

中央値の都道府県に減らす割合とする。本稿では、この決定方法に従った減少割合を算出する。	 

	 

第２項	 決定結果および正当性	 

	 65 歳以上の回復慢性期入院受療率を推計すると 大値が高知県の 3743.7、中央値が兵庫県の

1551.3、 小値岐阜県の 895.4 となった25。本稿の場合、 大値である高知県から中央値であ

る兵庫県の回復慢性期の入院受療率まで減少させるとすると、約 58％の減少幅が必要となる。

これを各都道府県において実施するわけだが、25 都府県に関しては、58%の減少幅を適用する

場合、 小値の岐阜県よりも低くなってしまうため、その場合は 58％の減少率を適用するので

はなく、 小値の岐阜県に合わせることにする。この結果 12 の道県が 58%の回復慢性期入院受

療率の減少が必要であり、それ以外の都道府県は回復慢性期入院受療率を岐阜県に合わせるこ

とが目標となる。図表 4 は、都道府県別の 2025 年の 65 歳以上の推計人口と目標とすべき回復

                                                   
25	 ここで用いた 65 歳以上入院受療率は、今後の医療費の将来推計を考えていく際の制限があるため、年齢階級別では

なく、性別都道府県別のデータに修正して利用した。	 
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慢性期の入院受療率と、それに伴い減少すると推計される回復慢性期の入院患者数26を示して

いる。本稿では、減少すると推計された入院患者数は全国で計 28 万 7558 人となった。	 

本稿で考える地域差の縮小とは、機械的に数値の上で入院受療率を引き下げるという意

味ではなく、既に不必要に入院させるような治療を避けて在宅復帰を促すことで入院受療

率を下げることに成功している好事例となる地域がある一方で、そうでない地域があって、

そうでない地域が好事例に倣うことで今後入院受療率を下げることを想定している。入院

が必要な患者を無理に退院させることを意図しない。	 

地域医療構想に基づく病床転換は、医療需要の客観的な分析に基づいているため、入院が必

要な患者が（一定の空き病床を見込んだ上で）患者の状態像に合わせた病床にきちんと入院で

きるようにするものであって、病床削減によって入院すべき患者を無理に退院させて追い出す

ものではない。また、本稿では、患者・利用者の状態像に合わせて入院しなくても対応できる

患者・利用者は、別途きちんと受け皿を設けることで対応するところまで提言の視野に入れて

いる。	 

	 	 

                                                   
26	 2025 年の将来推計人口に目標となる回復慢性期の入院受療率を掛け合わせ、現状追認型と比較した数字である。	 
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図表 4	 各都道府県の 2025 年の 65 歳以上人口、目標とすべき入院受療率、回復慢性期

で減少する入院患者数（人）	 

	 

	 	 

65歳以上人口 減らすべき入院受療率 減らすべき患者数

北 海 道 1716195 1747.808227 29995.7974
青 森 県 415361 508.5185312 2112.187657
岩 手 県 404081 362.1079317 1463.209351
宮 城 県 678155 284.1346488 1926.873327
秋 田 県 352577 348.9155516 1230.195984
山 形 県 358808 279.9291851 1004.408311
茨 城 県 862048 283.7313065 2445.900053
栃 木 県 575477 551.3331321 3172.795369
群 馬 県 581686 492.0587861 2862.23707
埼 玉 県 1982496 442.8502647 8779.488784
千 葉 県 1797765 329.3440627 5920.832289
東 京 都 3322479 770.7586162 25608.29316
神奈川県 2447904 283.1616207 6931.524639
新 潟 県 724601 672.8417091 4875.417753
富 山 県 331731 964.6517709 3200.048966
石 川 県 341797 1408.130368 4812.947355
福 井 県 239967 478.2461208 1147.632869
山 梨 県 252457 155.1471174 391.6797583
長 野 県 642920 9.324794071 59.95096604
岐 阜 県 597834 0 0
静 岡 県 1101284 408.4083484 4497.735795
愛 知 県 1943329 519.6020013 10097.57638
三 重 県 527989 252.1903666 1331.537395
滋 賀 県 384696 394.4094745 1517.277472
京 都 府 769725 1082.261003 8330.433503
大 阪 府 2457235 935.6644918 22991.47538
兵 庫 県 1599663 655.9171225 10492.46352
奈 良 県 417066 628.3996067 2620.841104
和歌山県 302906 316.4493396 958.5440366
鳥 取 県 178855 248.459824 444.3828182
島 根 県 226144 712.0348991 1610.224202
岡 山 県 566939 889.091521 5040.606578
広 島 県 844283 1211.906855 10231.92355
山 口 県 451470 1827.64474 8251.267709
徳 島 県 245950 1509.420292 3712.419209
香 川 県 303780 797.7999175 2423.556589
愛 媛 県 439582 1068.989743 4699.086494
高 知 県 241572 2192.332062 5296.060409
福 岡 県 1481415 1925.683102 28527.35832
佐 賀 県 250735 1320.936314 3312.049668
長 崎 県 439564 1742.53375 7659.551054
熊 本 県 554404 1926.940913 10683.0375
大 分 県 372463 1381.447318 5145.380123
宮 崎 県 354500 1418.097816 5027.156759
鹿児島県 523361 1833.553979 9596.10644
沖 縄 県 353379 1448.517615 5118.757063

合 計 35958628 39021.68616 287558.2301
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第 2 節	 回復慢性期入院受療率に与え

る影響の要因分析	 

第１項	 分析の方針	 

第１条	 分析の目的	 

	 前節で各都道府県が目指すべき入院受療率の水準とその水準を実現するために移行させるべ

き患者数を割り出した。一方で、「2025 年に低下させるべき水準をどのように達成するのか」

を念頭に置くと、各地域での回復慢性期の入院受療率の地域差の要因を明らかにすることが次

の課題になってくる。本節では前節での考察を踏まえて、入院受療率を低下させる要因を明ら

かにするために、都道府県別の回復慢性期の 65 歳以上の入院受療率を被説明変数とし、その受

療率に影響を与えると予想される要因について重回帰分析を行う。	 	 

	 

第２条	 検証仮説	 

	 前述したような目的意識を持って、本稿は入院受療率を決定する要因は以下のような変数で

あるという仮説を立てた。そして、これらの変数を用いた重回帰分析を行い、都道府県別の回

復慢性期の 65 歳以上の入院受療率に与える影響を検証する。	 

①	 病床に関する変数	 

	 知野(2003)では病床数の増加と高齢者入院受療率の間に有意に正の相関があることが示され

ている。その理由として、医療施設側にとって患者が入らない病床を存在させておくことは経

営上非効率的である上に、医師と患者の情報の非対称性により供給者誘発需要が発生しやすい。

したがって、病床数が多い都道府県では供給である病床数が需要である患者数を増加させ、入

院受療率に大きな影響力を持っていると推察される。また、回復慢性期の病床は、医療療養病

床、介護療養病床、一般病床に分類される。図表 5 は 2014 年 7 月 1 日時点での機能区分別の病

床数を示しているが、この図表における回復慢性期病床の大部分を占めるのは療養病床であり、
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療養病床数が受療率に与える影響は大きいと考えられる。一般病床に関しても割合は低いが影

響はあると考えられる。	 

	 

図表5	 2014年7月1日時点の病床の機能区分別病床数

	 

第 9 回地域医療構想ガイドライン等に関する検討会（平成 27 年）より筆者作成	 

	 

②	 介護保険施設27に関する変数	 

	 介護保険施設の現状として、介護老人福祉施設では超過需要が生じており老健や介護療養病

床等で待機している人が多くなっている傾向にある。したがって、介護施設の受け皿不足によ

り、回復慢性期病床に入院する患者の中には医療行為の必要性が低く介護施設での対応が可能

であるにも関わらず、入院してしまっている人が存在すると推察される。	 

③	 訪問サービスに関する変数	 

	 訪問サービスの充実している都道府県は、入院せずともほかの都道府県よりも医療や介護を

カバーすることができる。したがって、入院する必要のない人が入院してしまい受療率が高ま

ってしまうことが回避でき、介護施設に入所せずに訪問介護を選択することで間接的に社会的

入院を減らす効果があると考えられる。	 

	 	 

                                                   
27介護保険施設とは、当該施設における介護サービスが介護施設サービスとして介護報酬に算定される施設のこと。具

体的には特養と老健と介護療養型医療施設に分類される。	 
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第２項	 分析の枠組み	 

	 この項では、65 歳以上回復慢性期入院受療率の決定分析に関する推計のモデルとその諸変数

について説明する。	 

先に述べた立論に従って、本稿では、被説明変数に 65 歳以上回復慢性期入院受療率と 8 の説

明変数として分析を行った。ここで Y は被説明変数、X は説明変数、𝜀 は誤差項、i は都道府

県に関する添え字としている。本稿では、α（定数項）、𝜀!（誤差項）、𝑌!（回復期慢性期

の 65 歳以上入院受療率）、𝑋!（都道府県別人口 10 万人当たりの医療療養病床数）、𝑋!（都

道府県別 65 歳以上人口 10 万人当たりの介護療養病床数）、𝑋!（都道府県別人口 10 万人

当たりの一般病床数）、𝑋!（都道府県別 65 歳以上人口 10 万人当たり介護保険施設の施設

数）、𝑋!（都道府県別 65 歳以上人口 10 万人当たり介護保険施設の定員数）、𝑋!（都道府

県別 65 歳以上人口 10 万人当たり要介護認定者数）、𝑋!（都道府県別民間病院病床比率）、

𝑋!（都道府県別 65 歳以上人口 10 万人当たり訪問診療実施件数+訪問介護回数+訪問看護回

数(平成 23 年 9 月)）と定義する。以上の変数を用いると、本分析のモデル式は以下のよう

にあらわされる。	 

𝑌! = 𝛼 + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑋! + 𝜀!	 (i = 1~46)	 

	 

第３節	 変数選択と分析データ	 

第１項	 変数選択	 

l 被説明変数	 

被説明変数として 2011 年都道府県別の回復慢性期の 65 歳以上入院受療率を採用した。	 

l 説明変数	 

説明変数には、病床数に関する変数、介護保険施設に関する変数、訪問サービスに関する変数、

コントロール変数がある。	 

①病床数に関する変数	 
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n 医療療養病床数28(各都道府県人口 10 万人当たり)	 

この変数は 2011 年の各都道府県の医療施設における都道府県人口 10 万対の医療療養病床の

数を表す変数である。前項で述べたように病床数が需要を生み出し、入院受療率が高くなると

考えられる。したがって、予想される符号は正である。	 

n 介護療養病床数(各都道府県 65 歳以上人口 10 万人当たり)	 	 

この変数は2011年の各都道府県の医療施設における都道府県別の65歳以上人口10万対の介

護療養病床の数を表す変数である。介護療養病床は、医療施設内にあるが、介護保険適用のた

め 65 歳以上人口に限定して調整を行った。符号に関しては、医療療養病床と同様の理由で正に

なると予想される。	 

n 一般病床数(各都道府県人口 10 万人当たり)	 

	 この変数は 2011 年の各都道府県の医療施設における都道府県人口 10 万対の一般病床の数を

表す変数である。回復慢性期の病床には療養病床に加えて一般病床も含まれている。符号に関

しては、上 2 つと同様正になると予想される。	 

	 

②介護保険施設に関する変数	 

n 介護保険施設の定員数(各都道府県 65 歳以上人口 10 万人当たり	 

この変数は 2011 年の各都道府県の 65 歳以上人口 10 万人当たりの介護老人福祉施設、介護老

人保健施設、介護療養型医療施設の定員数の合計を表す変数である。都道府県比で受け皿とし

ての介護施設の定員数が少ない地域は、社会的入院が増加していると考えられる。よって、予

想される符号は負である。ただし、この定員数の中には介護療養型医療施設の定員すなわち、

介護療養病床の病床数が含まれていることには注意が必要である。この点に関して、本稿では

介護療養病床の存在が回復慢性期の入院受療率に正か負かどちらの影響があるのか検証するた

めに含めた。つまり、介護療養病床数とこの変数がいずれも有意になった場合、係数比較を行

い絶対値が大きいほうの係数の符号に従った効果があると考えられる。	 

n 介護保険施設の施設数(各都道府県 65 歳以上人口一人当たり)	 

この変数は 2011 年の各都道府県の 65 歳以上人口 10 万人当たりの介護老人福祉施設、介護老

人保健施設、介護療養型医療施設の施設数の合計を表す変数である。定員数と同様に、都道府

                                                   
28医療療養病床数=療養病床数-介護療養病床数としている。ただし、山形県は 2011 年の介護療養病床数のデータが欠

損していたため、同出所の 2012 年のデータを用いて算出した。	 
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県比で受け皿としての介護施設の施設数が少ない地域は、社会的入院が増加していると考えら

れるため、予想される符号は負である。	 

	 	 	 	 	 

	 

③訪問サービスに関する変数	 

n 訪問診療実施件数+訪問介護回数+訪問看護回数(各都道府県65歳以上人口10万人当たり)	 	 

この変数は平成23年9月の一か月間において介護給付として提供された訪問介護と訪問介護の

訪問回数および定期的に行われる在宅訪問診療の実施回数を足し合わせ各都道府県の 65 歳以

上人口で除し、各都道府県 65 歳以上人口 10 万対の訪問介護、訪問看護、訪問診療の実施回数

の総和として表された変数である。入院患者の病状を考慮すると通所ではなく訪問が現実的で

あり、入院患者を在宅介護に移行する上で介護・医療・看護が必須条件となることを考慮し、

訪問サービス提供を代表する変数として作成した。訪問サービスの実施回数が多いことは相対

的に訪問サービスへの需要が大きくかつ供給の整備も整っていることを意味しており、入院ニ

ーズが低いと考えられる。したがって、符号は負になると考えられる。	 

	 

④地域の特性を考慮したコントロール変数	 

以下 2 つの変数をコントロール変数としてモデル式に組み込んだ理由は、両変数の地域的な

特徴の違いを考慮に入れるためである。	 

n 要介護認定者数(各都道府県 65 歳以上人口 10 万人当たり)	 

この変数は2011年度末における各都道府県の65歳以上人口10万人当たりの要介護認定者数を

表す変数である。回復慢性期病床には介護保険適用の介護療養病床が含まれている。よって、

介護サービス需要を表していると考えられる要介護認定者数が多い都道府県では、回復慢性期

病床へのニーズが高く受療率が高くなると予想される。したがって、符号は正になると予想さ

れる。	 

n 民間病院病床比率	 

この変数は医療施設調査における民間病院を公益法人、医療法人、私立学校法人、社会福祉法

人、医療生協、会社、その他法人、個人としてそれらの病床数の合計を全病床数で割ったもの

である。民間病院の割合が高い地域では療養病床の病床数が多く、こうした地域では高齢者の

入院患者数が多いことが先行研究で指摘され重回帰分析で有意に正の結果となっている。した

がって、符号は正になると予想される。単位は%である。	 
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第２項	 変数の出所	 

	 回帰式で用いる変数の出所は、図表6の通りである。	 

図表 6	 推定結果	 

	 

筆者作成	 

	 

	 

第 4 節	 分析結果	 
	 モデル式を用いて、重回帰を行った推定結果は図表 7 の通りである。推計方法は、 小二乗

法を用いた。福島県は、平成 23 年に患者調査を実施しなかった（平成 24 年に実施）ため、標

本に加えられなかった。また、推計された基本統計量は図表 8 の通りである。	 
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図表 7	 推定結果	 

	 

*は p<0.1	 、**は p<0.05、	 ***は p<0.01	 

	 

図表 8	 基本統計量	 

	 

	 	 



ISFJ2015 終論文  
 

 32 

第 5節	 結果の解釈	 
本項では、前項の推計結果の解釈を行う。本稿が立てた仮説は、都道府県が低い入院受療率

を実現するためには、医療療養病床数、介護療養病床数が少ないこと、介護保険施設数と定員

数が多いこと、訪問サービスの実施回数が多いことが必要であることを意味している。	 

病床に関する変数については、医療療養病床、介護療養病床、一般病床数がすべて正に有意

となった。仮説通り、人口当たりの病床数が多い都道府県では入院受療率が高い傾向にあるこ

とが示され、先行研究との整合性が確認された。	 

介護施設に関する変数については、定員数と施設数がどちらも負に有意となった。仮説通り、

65 歳以上人口当たりの介護施設の供給が多い都道府県では入院受療率が低い傾向にあること

が示された。よって、介護の受け皿が十分に整備されているならば、病院から介護への潤滑な

移行が行われ、社会的入院が解消される可能性が示唆される。ただしここで注意が必要なのは、

介護施設の定員数と施設数に医療施設としてカウントされる介護療養病床が含まれていること

である。計量結果から、各都道府県において介護施設の定員数を増やす際、特養もしくは老健

の定員数を増やす場合は受療率低下につながると考えられる。しかし、定員数を増やす介護施

設が介護療養病床ならば、療養病床数が増えることとなり、効果は相殺される。29一方で、介

護療養病床を特養もしくは老健に転換するという方法を用いれば、介護施設の定員数の変化は

ないが、介護療養病床数は減少する。結果として、介護施設の定員数増加につながると考えら

れる。したがって、入院受療率を低下させるためには、介護療養型医療施設の施設数もしくは

定員数を増やすことに意義はなく、特養もしくは老健へ転換させることが有効であることが示

唆される。	 

また、介護施設に関する変数が先行研究とは異なり、有意になったことについて考察する。

菊池(2007)では療養病床数を被説明変数としていたが、本稿では、回復慢性期の入院受療率を

被説明変数とした。受療率の変動は患者数の変動であり、社会的入院の問題を考えたとき、介

護施設の定員数が不足することにより患者は入院するが、病床が増加するとは必ずしも言えな

い。したがって、受療率は病床数よりも介護施設定員数、施設数に影響を受けると考えられる

ため有意になったと考えられる。知野(2003)では、高齢者入院受療率を被説明変数としていた

が、介護保険適用前のデータであるため介護との代替性はそれほど高くなかったと考えられる。

                                                   
29	 今回の計量結果ではむしろ受療率上昇を起こしてしまう。	 
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受療率を被説明変数としたことにより、介護施設に関する変数が有意になったことが本稿の回

帰分析における意義であると言える。	 

	 訪問サービスに関して、訪問サービス実施回数が負に有意となった。仮説通り、訪問サービ

スの実施回数が多い都道府県では入院受療率が低い傾向にあることが示された。在宅介護も回

復・慢性期の入院患者の移転先になり得ると考えられる。	 	 

コントロール変数に関しては、民間病院病床比率に関しては正に有意となった。先行研究の

結果同様、民間病院で療養病床が多く、高齢者入院患者が多いことが原因だと考えられる。一

方で、要介護認定者数は 10%有意水準では正に有意となったが、5%有意水準では有意とならな

かった。その理由としては、回復慢性期の病床に含まれるもののうち介護療養病床のみが介護

保険適用の病床であり、要介護度認定者数の増加は介護療養病床の受療率に影響を与えるもの

の回復慢性期の受療率全体に与える影響は小さいのではないかと考えられる。ただし、t 値が

2.02 であることを踏まえると、全く相関していないわけではないという点に留意すべきである。	 
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第 6 章	 政策提言	 

前章の重回帰分析の結果から、 終目標である医療介護費削減に向けた回復慢性期の入院受

療率の低下には、介護施設の定員数の増加と在宅サービスの実施件数を増加させることが必要

であると示唆された。したがって、本章では、第 5 章の第 1 節で設定した 2025 年における回復

慢性期の目標値の達成を目指すべく、上記 2 つを増加させる具体的な施策を提言する。	 

	 

第１節	 政策の方向性：医療・介護施

設・在宅サービスの 3本柱によ

る体制の改革	 
	 回復慢性期の入院患者を対象とし、介護施設および在宅サービスへの移行を目指す。政府の

社会保障制度改革国民会議の報告書（2013 年８月）でも示されたように、この「病院完結型」

の医療から「地域完結型」の医療への転換により、全国規模で回復慢性期の入院受療率を目標

値まで引き下げ、 終的に医療費と介護費の合計として求められる医療介護費の削減を目的と

する。政策提言の際、2 つの前提を念頭に置くこととする。1 点目は、政策の方向性として、医

療・介護施設・在宅サービスの潤滑な流れを促進し、川上に位置する病床から退院患者の受け

入れという川下の体制までの全般的な連携を強化することである。302 点目は、地域ごとの既存

医療介護資源を 大限に有効活用し、不足分を補強する方針をとることである。	 

	 以上の目標設定および前提を踏まえ、	 

①病床の転換	 

②既存介護施設への移行	 

③介護施設の新設	 

④在宅サービスの拡充（居宅・自宅介護の充実）	 

                                                   
30	 社会保障制度改革国民会（2013）社会保障制度改革国民会議	 報告書~確かな社会保障を将来世代に伝えるための道

筋~	 
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の 4 つに関して具体策の提言を行う。図表 9 は病床の転換先や、移行先となる介護施設につい

てまとめたものである。生活支援から医療までのサービス面、介護度合、医療内容によって、

様々な種類の介護サービスがあることが確認できる。	 

重回帰分析の結果から、入院受療率を低下させるためには、介護施設の定員数の増加と在宅

サービスの実施件数を増加させることが必要だと判明した。そのため、政策提言では上記 2 つ

を増加させる具体的な施策を提言する。	 

	 

図表 9	 介護種別とサービスの付帯	 

	 

国立保健医療科学院「療養病床ハンドブック」をもとに筆者作成	 

	 

①病床の転換	 

	 病床の転換とは、回復慢性期の病床を介護療養型老人保健施設に転換することである。特に、

地域医療構想における慢性期病床には、現行制度での介護療養病床や医療療養病床が含まれる。

介護療養病床は、現行の法律では 2017 年度末には廃止するとされている。また、医療療養病床

のうち 25 対１病床の経過措置も 2017 年度末には終了するとされている。厚生労働省は、目下、

療養病床の在り方等に関する検討会を設けて、介護療養病床を含む療養病床の今後のあり方を

検討している 中であり、明確な方針を示していない。	 
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	 しかし、本稿では、病床転換が迫られている現行の介護療養病床や医療療養病床を、どのよ

うに転換するかについて具体策を提示できなければ、2025 年の医療提供体制の姿は示せないと

考える。そこで、以下のように病床を転換すべきと提言する。	 

そもそも、介護保険施設とは、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設

からなる。そのため、介護施設の定員数増加によって回復慢性期の入院受療率を引き下げるこ

とを目指す際、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の定員数を増加す

ることになるが、介護療養型医療施設の定員数を増加させることは介護療養病床の病床数を増

加させることになり、結果として受療率は下がらないことが分かった。そのため、介護療養型

医療施設の施設数もしくは定員数を増やすことに意義はなく、回復慢性期の病床の一部を介護

老人福祉施設もしくは介護老人保健施設へ転換させることが有効であることが示唆された。回

復慢性期の病床を介護老人保健施設または介護老人保健施設に転換することで介護施設数と介

護定員数の増加が起こるだけでなく、病床数が減少し、受療率に負の影響を与えることが考え

られる。	 

また、本稿では、病床の転換先として政府が想定している介護療養型老人保健施設を提言す

る。31なぜなら、介護老人福祉施設は介護老人保健施設よりも医療ニーズが低い人を対象とし

ている。一方、従来の介護老人保健施設は在宅復帰を目指す人を対象とした施設であり、本シ

ミュレーションにおいて移行の対象としている人は療養の必要性が高いと考えられるので、従

来の介護老人保健施設に療養機能を強化した介護療養型老人保健施設への移行を提言する。さ

らに介護療養型老人保健施設は、本来介護療養病床の転換先の候補として創設されたものであ

ることも本シミュレーションと整合的である。また転換先を介護療養型老人保健施設に統一す

る理由としては、面積基準等が他の介護施設に比べて病床の基準に近いため、病床転換が容易

であるからである。	 

	 

②既存介護施設への移行	 

既存介護施設への移行とは、現在回復慢性期にいる患者に既存の介護施設への移行を促すと

いう政策である。回復慢性期の患者を既存の介護施設に移行させることは先の重回帰分析の説

明変数を変化させる政策ではないが、地域の医療介護資源を 大限有効活用し、回復慢性期の

                                                   
31一般社団法人日本慢性期医療協会（2013）「療養病床から転換した介護老人保健施設等のあり方に関する調査研究事

業」報告書	 

http://jamcf.jp/enquete/2013/enquete_130419roken_finalreport_1.pdf	 
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患者数を削減するという前提に基づいている。尚、各地域に既存の介護施設に病床から移転し

てきた患者を受け入れる余力があるかどうかは後述するシミュレーションで示す。	 

	 

③介護施設の新設	 

病床の転換で既述したことを踏まえると、新設する介護施設として考えられるものは介護老

人福祉施設と介護老人保健施設である。重回帰分析の結果を踏まえ、2 つの介護施設を新設し

た結果、介護施設定員数および介護施設数が増加し、回復慢性期の入院受療率を引き下げる効

果があると考えられる。病床から新設の介護施設に移行する要介護度 4・5 の患者は、長期滞在

を必要とするため、新設施設として「介護老人福祉施設」と「介護療養型老人保健施設」が候

補として考えられる。両者の違いは、「介護療養型老人保健施設」は医療密度が高い一方で、

「介護老人福祉施設」は介護密度が高いことである。32なので、移行患者の適切な割り当ての

基準として、図表 10 の「症状の見通しを踏まえて、施設が も適切と考える今後の療養・生活

の場」33調査の結果を参考にした。図表 10 は、縦軸に現在療養している場所が示されており、

横軸に今後の療養希望場所が示されている。図表 10 によると、現在医療療養病棟にいる患者の

6.2％が介護療養型老人保健施設、1.4％が介護福祉施設への移行希望を示している。また、現

在介護療養型医療施設にいる患者は 7.2％が介護療養型老人保健施設、1.4％が介護福祉施設へ

の移行を希望していることが示されている。各病棟にいる患者数に比率を掛け合わせ、介護療

養型老人保健施設と介護福祉施設への移行比率を求めた。その結果、87.6%は「介護療養型老人

保健施設」、残りの 12.4%は「介護老人福祉施設」への移行となり、その比率を用いた介護施

設の新設を提案する。	 

	 	 

                                                   
32全国老人保健施設協会「介護保険と老健施設」	 
33健康保険組合連合会	 （2011）	 「医療・介護の連携、機能強化に	 関する調査研究	 」	 
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図表10	 「症状の見通しを踏まえて、施設が も適切と考える今後の療養・生活の場」	 

	 

医療経済研究機構「医療施設・介護施設の利用者に関する	 横断調査（平成 23 年）」より、

筆者作成	 

	 

④在宅サービスの拡充（居宅・自宅介護の充実）	 

	 先の重回帰分析によって、訪問診療、訪問看護、訪問介護の実施件数を増加させることで回

復慢性期の入院受療率に負の影響を与える効果が確認された。この結果を踏まえ、本稿では定

期巡回随時対応型訪問介護看護（以下、定期巡回随時対応サービス）とサービス付き高齢者向

け住宅（以下、サ高住）の増加を提言する。要介護度 1・2・3 を対象とした在宅サービスは、

サ高住等の集合住宅で受ける場合と、自宅で受ける場合があり、拡充する際の両者の比率は図

表 11 にある単身世帯の割合を基準にした34。図表 11 で示されているように、単独世帯が世帯

主 65 歳以上の世帯の家族類型別世帯の全体に占める割合は、年々上昇傾向にあり、2015 年現

在では 32%、2025 年には 35%にまで増加すると予想されている。	 

	 	 

                                                   
34国立社会保障・人口問題研究所」「世帯主 65 歳以上の世帯の家族類型別世帯数・割合」(2010~2035 年)	 

http://www.ipss.go.jp/pp-ajsetai/j/HPRJ2013/t-page.asp	 
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図表11	 世帯主65歳以上の世帯の家族類型別世帯数・割合	 	 

	 

国立社会保障・人口問題研究所（平成 25 年）より筆者作成	 

	 

介護と看護の一体化	 

	 

図表 12	 ケアマネージャーが困難に感じる点	 

	 

三菱総合研究所「居宅介護支援事業所および介護支援専門員の実態に関する調査報告書」より

筆者作成	 

	 

	 上記の図表 12 は、介護サービスを担うケアマネージャーが困難に感じる点をまとめたも

のであり、半数近くの介護系・医療系ケアマネージャーが「医者との連携が取りづらい」
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ことを問題視していることが読み取れる。つまり、図表 12 のアンケート結果によると、今

後在宅介護・在宅看護を進めるうえでは介護側であるケアマネージャーと医療側の看護師、医

師との連携が重要になっている。その問題を解消するために導入が開始されたのが地域密着型

サービスで近年中核的な役割が期待されている「定期巡回随時対応型訪問介護看護」である。

本サ―ビスは平成 24 年度に導入され、①日中・夜間を通じて、②訪問介護と訪問看護の両方を

提供し、③定期巡回と随時の対応を行うことを目的に創設された。このサービスの導入により、

要介護度高齢者の在宅生活を 24 時間支える体制が充実するうえ、在宅サービスにおける医療と

介護の連携不足が解消される。	 

	 しかし開始されて間もない制度のため、参入事業者が少ないことが指摘される。三菱 UFJ リ

サーチ＆コンサルティングの「アンケート結果からみる定期巡回随時対応サービス（暫定集計

値）」によると、参入事業者と未参入事業者の間には対象者イメージやサービス内容の認識に

大きなギャップがあることが明らかになっており、先行事例の提示等によってサービスの特徴

や効果を利用者、専門職、自治体関係者に対して周知する必要性が唱えられている。	 

	 そこで、本稿では岐阜県で行われている定期巡回随時対応サービスの先駆的な事例を紹介す

る。株式会社新生メディカルは、「短時間巡回訪問介護サービス・岐阜県方式」として、アセ

スメントに基づく短時間の定期巡回を実施することで、一日の生活リズムを整え、在宅生活を

支える試みを行っており、定期巡回随時対応サービスの先駆けと言える。	 35岐阜県方式では、

ケアミニマム36というサービス提供基準に基づいてアセスメントし、短時間巡回訪問介護サー

ビスによる定期的巡回で在宅生活のリズムを整え、訪問看護と連携することにより、退院時Ａ

ＤＬ37低下状態からの改善、ターミナル時の在宅看取りの実現ができている状況があった。ま

た、「地域において 24 時間在宅ケアを可能にするための体制に関する研究	 」では「今までの

訪問介護においては、提供単位が時間で捉えられ、概ね 1〜2 時間単位でヘルパーが訪問し、１

回の訪問にケア行為がいくつも提供されることが多く、過剰になりがちであった。それに対し

て岐阜県方式では、ケアを単品化して必要な行為（ケア）のみを適切な時間帯に提供すること

で、食事時間帯への長時間ケアの集中を避け、ケアの分散化を図っている。このようなケアの

分散により、３人必要だったものを１人で行えるようになる等、一人ひとりのヘルパーの稼働

                                                   
35国立大学法人東京大学	 高齢社会総合研究機構	 	 「介護等を受けながら住み続けられる	 高齢者の住まいのあり方に関

する調査研究」	 
36短時間巡回報恩介護サービスにおける基本理念。尊厳ある生活を確保するために必要な状態(基準)	 
37	 Activities	 of	 Daily	 Living:一般的には『日常生活動作』と訳され、	 

要介護高齢者や障がい者等が、どの程度自立的な生活が可能かを評価する指標として使われる。	 
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率が上がり、効率的な事業展開に繋がっている。」と指摘されている。また、生活リズムに合

わせて、１日に複数回ヘルパーが巡回し、ケアミニマムという指標のもと必要な時間帯に必要

な「ピンポイントケア」を提供することで生活リズムが整い、夜も熟睡できるため夜間のニー

ズは少ない。このことは「アンケート結果からみる定期巡回随時対応サービス」において未参

入事業者が夜間のサービス負担を懸念していたことと反する結果となり、先行事例を考察する

ことの必要性が伺える。	 

	 

サービス付き高齢者向け住宅	 

	 集合住宅とは、有料老人ホーム、サ高住、ケアハウス（軽費老人ホーム）を指すが、数量が

多いのはサ高住で影響が も大きいとされている。図表 13 より、各居宅介護を比較したところ、

本稿で居宅介護へ移行する高齢者は一定量の医療ニーズがある高齢者を想定しているため、医

療面の対応が薄いケアハウスは適さず、有料老人ホームおよびサ高住が有力な候補として考え

られる。サ高住とは、安否確認と生活相談サービスが 低限備わったバリアフリーの賃貸住宅

であり、入居費用は 30 万以上かかる有料老人ホームの半分以下である38。加えて、サ高住は利

用者が自由に訪問看護・介護サービスを選択でき、自己負担も幅広い中間層高齢者に見合った

もののため、居宅介護促進のためにサ高住の増設を提言する39。	 

図表 13	 居宅介護の種類と比較	 	 

	 

筆者作成	 

                                                   
38「サービス付き高齢者向け住宅とは何か」

https://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/books/2108101/pdf/point1.pdf か	 	 
39	 表を参照	 
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第２節	 適な医療・介護体制の構築に

向けた政策提言	 
	 

第１項	 政策に至る分析方法	 

	 第4章第1節の推計で求めた各地域の65歳以上回復慢性期入院受療率の目標値を達成するた

めに、病床から介護施設および在宅介護へ移行する対象者の 適な受け皿となるものを各地域

の医療・介護体制を考慮して分析する。40	 

	 まず初めに、病床の余力状態を調査する。病床の余力は 2011 年の回復慢性期の病床数を供

給の変数、2025 年の回復慢性期患者数を需要の変数とし、供給から需要を引いたものを病床の

余力とする。病床の余力のある場合は、①病床の転換（病床から介護施設へ）を行う。余力の

ない場合は現状の病院施設の有効活用が困難であるため、医療から介護への移行を考える。次

に、介護の余力を考慮する。介護の余力は、2011 年の介護施設41の定員数を供給、2025 年の 65

歳以上の介護施設利用者を需要とし、供給から需要を引いたものとする。介護の余力がある場

合は、病床の転換でも移行できなかった患者を②既存介護施設への移行を推進する。余力の

ない場合は、既存の介護施設で患者を受け入れることは困難であるので、必要に応じて③介護

施設の新設および④在宅サービスの拡充を図る。介護施設の新設と在宅サービスの拡充は病

床から移行する対象者の要介護度を参考にし、二次医療圏ごとに将来推計される要介護度 4・5

の割合と要介護度 1・2・3 の割合に応じて、介護施設の新設と訪問サービスの拡充を促進する。

すなわち、要介護度が高い方は訪問サービスでは対応できないとして、介護施設の新設、要介

護度が低い方は介護の必要性が低いと考え、訪問サービスへの移行をシミュレーションするこ

ととする。 後に、訪問サービスを受ける対象者を単身世帯割合に応じて居宅介護と自宅介護

に分類する。すなわち、地域密着サービスである定期巡回型介護サービスを提供することとす

る。以上の患者・介護利用者の移行方法は図表 14 で示すとおりである。	 

                                                   
40	 本シミュレーションでは、地域差を重視するため二次医療圏の医療データを用いた。その際、回復慢性期入院受療

率は二次医療圏ごとのデータが取れなかったため、都道府県別のデータを利用した。	 
41	 ここでは、介護保健施設と介護福祉施設について考慮している。	 
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図表14	 政策提言のイメージ図	 

	 

筆者作成	 

	 図表 14 で示した政策提言の全体像を定量的に表したものが図表 15 になる。二次医療圏

別に算出された病床の余力に応じて、①病床の転換の対象者となる人数が定められる。同

様に、既存介護施設の余力の状況により、②既存介護施設への移行の対象者数が推計され

る。そして、余力では対応しきれない需要は、要介護度を基準に、③介護施設の新設と④

在宅サービスの充実に分類した。介護施設の新設として考えられる施設の種類としては、

図表 10 の結果を踏まえ、本稿では医療型老人保健施設を約 87%、介護老人福祉施設を約 23%

と設定した。一方、在宅サービスの充実における居宅サービスと自宅サービスの比率は、

図表 11 で示した単独世帯の割合に基づき、居宅サービスを約 30%、自宅サービスを約 70%

と想定した。	 
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図表 15	 政策提言の定量図

	 

筆者作成	 

	 

第２項	 分析結果および考察	 

	 そこで、以下では、不必要な入院を是正し、介護施設への移行や在宅復帰を促した場合、ど

の程度の患者の移行が見込めるのかについてシミュレーションを行う。本シミュレーションで

用いたデータの出所一覧は図表 16 の通りである。	 

図表 16	 データ出所	 

	 

筆者作成	 

	 

本シミュレーションではまず、二次医療圏ごとに回復・慢性期の病床の余力と介護施設

の余力を求めた。図表 17 に示すものは二次医療圏ごとに病床余力・介護余力を示したもの

である。青色の地域は病床余力があり、黄色の地域は介護余力があり、緑色の地域では病
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床と介護両者の余力がある。図表 17 より、全国的に介護施設の余力があるところは少ない

が、病床余力のある地域は介護余力よりも多く、病床転換を促せる地域が比較的多いこと

が示された。	 	 
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図表17	 病床・既存介護施設の余力マップ	 	 

	 

	 

筆者作成	 
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図表 18	 ①病床の転換を実施すべき二次医療圏	 

	 	 

	 

	 病床の転換は多範囲の地域において行うべき施策であることが確認できる。ここで考察でき

る事としては、病床余力のある地域で空いた病床を埋めようとする医療機関による誘発需要が

発生する可能性がある。このことは医療経済学に置いて理論的に述べられており、誘発需要を

防ぐためにも、本来の病床機能に見合った患者のみを受け入れる病床再編が必要である。	 
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図表 19	 ②既存介護施設への移行を実施すべき二次医療圏	 

	 

筆者作成	 

	 

病床の余力が全国地域に見受けられるのに対し、既存介護施設の余力は明らかに少ない。この

図表 19 が示すことは、現在の介護施設定員数のままでは 2025 年に超過需要が発生する地域が

生まれる。特に、首都圏や他の大都市圏における余力地域は非常に少なく、都市部において 2025

年にかけて用介護者数が急増する先行研究とも合致している。	 
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図表 20	 ③介護施設の新設を行うべき二次医療圏	 

	 

筆者作成	 

	 

	 図表 20 では、新設すべき介護施設数について想定される施設利用者別に配色を分けた。薄い

橙色は、新設すべき介護施設数が1000人分未満であり、橙色は1000人以上2000人未満である。

赤色で示されて地域は 2000 人分以上の施設を確保すべきである。特に、首都圏・大都市圏をみ

ると赤く塗られた地域が多い事が確認でき、既存施設の移行を考察した結果と一致する。	 
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図表 21	 ④在宅サービスの充実を行うべき二次医療圏	 

	 

筆者作成	 

	 ③で示した介護施設の新設を行うべき地域との色の分布が類似している事から、病床余力お

よび既存介護施設余力の活用によって、病院より移行すべき患者を十分に受け入れる事ができ

る地域が存在する事が推測される。	 
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第３節	 政策実現に向けた補足的な具

体策提言	 

第１項	 病床の転換	 

	 病床の転換を促す も簡潔な方法は、補助金の拡充である。今般の消費税率引上げに合わせ

て、社会保障の充実分の一部を用いて、各都道府県に地域医療介護総合確保基金42が創設され

ている。補助金の拡充の財源は、この基金が 1 つの有力候補である。同基金を、政策目的をあ

いまいにして用いるよりも、本稿で提示した目的に即して用いることが、政策の有効性を高め

るのに資する。	 

	 政府が近年転換を推進するも転換が進まない理由は、図表 22 のアンケート結果に示されてい

るように、「方針の不明確さ」「医療供給」「費用・規制」に大別されることが示唆できる。	 

	 

図表22	 病床の転換における懸念	 	 

	 

厚生労働省「療養病床アンケート」（平成 18 年）をもとに筆者作成	 

	 

                                                   
42	 地域医療介護総合確保基金は、厚生労働省によって設置され、現時点においては都道府県の消費税増収分を活用し

た基金である。平成 26 年に決定した交付金支給に関しては、病床の機能分化・連携に関する事業に対し１７４億円の

交付を決定している。その他の用途としては、	 在宅医療の推進に関する事業（２０６億円）および医療従事者の確保・

養成に関する事業（５２４億円）となっている。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000065773.html	 	 
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「医療供給」43は問題とならないことを前提に、「方針の不明確さ」および「費用・規制」

に対する具体策を提言する。「方針の不明確さ」に関しては、本稿の二次医療圏別シミュレー

ションにより目標値の可視化が可能となった。よって 大の課題は、転換費用補助の薄さおよ

び医療施設側に対する転換へのインセンティブ付けの欠落であると考えられる。現状として、

病床の転換を促進するために講じてきた主な支援措置に、「施設・設備基準の緩和」と「転換

に伴う費用負担軽減」が挙げられる。44これは、規制緩和により改修にかかる総費用自体を抑

えた上で、政府がその一部を負担することで病院施設側の自己負担を 大限軽減するという発

想に基づいている。例えば、北海道のある病院45では、療養病床再編政策が打ち出されたのを

機に、2008 年に介護療養病床の全病床（180 床）を介護療養型老人保健施設に転換した。介護

療養型老人保健施設への転換を選んだ主な理由として、同病院は「患者の 9 割は医療区分 146に

該当するが、喀痰吸引や胃ろうを必要とする患者もいることから、看護が充実した介護療養型

老人保健施設への転換は適切な選択であった。47」と説明している。一方、転換先の決定要因

は患者の病態や医療供給体制だけではない。転換の経緯として、初めは病院建物を 148 床の有

料老人ホームに転換し、隣接地に診療所とユニット型老人保健施設 40 床を建設する予定であっ

たが、利用者負担や建設費等の観点から決断を下せずにいたところ、転換型老人保健施設の緩

和措置が明らかとなり、介護療養型老人保健施設への転換決定の 終的な後押しとなった。転

換し伴う改修工事では、療養室に手を加えることなく 8.0m²/床を確保でき、改修箇所は手術

室・心電図質をレクリエーションルーム等に改修、玄関脇に薬局設置、診療所の診療室を診療

所用と入所者用に分離、水治療室を機会浴室に変更、の 4 点である。改修費用は 1.2 億円、全

額自己資金で賄った。その他全国での事例を参考に、改修費や整備費の資金調達の主な方法と

                                                   
43	 厚生労働省「療養病床の在り方等に関する検討会」の報告書によると、医療療養病床に占める医療区分 1 の割合は

20 対 1 の医療療養病床で 11.1％、25 対 1 の医療療養病床で 43.6％、介護療養病床で 80.5％であることが分かり、必

要な医療行為が軽度である患者が多くいることが分かった。	 

既述したように、回復慢性期の大部分が療養病床で占められるため、今回病院から移行する対象者としては、回復慢性

期の患者のうち必要な医療行為が軽度である患者を対象としている。	 

さらに、厚生労働省の「介護保険施設について」によると、介護療養型老人保健施設は、療養病床の移転先として創設

されたため、従来の老人保健施設より高い医療密度が担保されている。	 
44療養病床ハンドブック	 第 5 章	 
45	 療養病床ハンドブック「事例 I	 04	 北海道」	 
46	 生労働省「療養病床の在り方等に関する検討会」の報告書によると、医療療養病床に占める医療区分 1 の割合は 20

対 1 の医療療養病床で 11.1％、25 対 1 の医療療養病床で 43.6％、介護療養病床で 80.5％であることが分かり、必要な

医療行為が軽度である患者が多くいることが分かった。既述したように、回復慢性期の大部分が療養病床で占められる

ため、今回病院から移行する対象者としては、回復慢性期の患者のうち必要な医療行為が軽度である患者を対象として

いる。さらに、厚生労働省の「介護保険施設について」によると、介護療養型老人保健施設は、療養病床の移転先とし

て創設されたため、従来の老人保健施設より高い医療密度が担保されている。	 
47	 療養病床ハンドブック「事例 I	 04	 北海道」p.46	 
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しては、自己資金、交付金、福祉医療機構や市中銀行の借入が多く見受けられる。このように、

病床転換の成功事例48は存在するものの、アンケート結果を見る限り、費用負担軽減措置の整

備の不十分さが伺える。そこで、補助金の拡充が必要となってくる。具体的には、前述したよ

うに、地域医療介護総合確保基金を財源に充てることで達成できると想定している。尚、規制

に関する条件は専門的なため、本稿では費用面からの補助のみを考慮した提案となった。改修

費用の抑制のためにも規制緩和に関する議論は今後の課題である。	 

	 

第２項	 既存介護施設への移行	 

	 病床から既存介護施設への移行の際、阻害要因となるものは介護施設の全国的な超過需要で

ある。ところが、一部の人口減少が見込まれる地域においては、2025 年の段階で既存介護施設

において正の需給ギャップ（超過供給）が発生するため、回復慢性期患者の移行を促進する必

要がある。なので、図表 19 で表示された地域では移行を積極的に促進する。介護施設の入所

待機者が病床に滞在する社会的入院が全国規模で生じている事実を踏まえ、情報共有における

医療・介護の連携さえ強化できれば、入院患者の介護施設への移行問題は自然に解決できると

考える。	 

	 

第３項	 介護施設新設	 

本シミュレーションによって、2025 年に大都市部では高齢化がピークを迎え、2000 人分以上

の介護施設の新設をする必要性の高い地域が数多くあることが示された。	 

財務省「超高齢社会のまちづくり」によると、2025 年時点における各都道府県の 75 歳以上

高齢者の人口を比較したところ、全国で増加率が も高かったのが埼玉県であり、そのあとに

千葉県、神奈川県、大阪府、愛知県、東京都と、上位 5 位を都市部の都道府県が占めているこ

とが分かった。	 

しかし都心部での介護施設新設には都心の立地不足問題が障害となる。一方、厚生労働省「都

市部の強みを活かした地域包括ケアシステムの構築」では都市部の強みとして、①交通・物流

などの充実した生活インフラや②多くの高齢者が狭い範囲に集住していることが挙げられる。	 

                                                   
48療養病床ハンドブック	 第 9 章	 
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これらの点を考慮して、都市部においてのみ要介護４・５の高齢者にも対応しうる在宅サービ

スの整備が喫緊であり、もしそれが達成された場合には、介護施設の新設だけでは賄えない需

要を居宅・自宅介護で補うべきである。	 

	 

第４項	 在宅サービスの拡充(自宅・居宅介護

の充実)	 

第１条	 居宅・自宅介護充実に向けた共通課題	 

本稿における「在宅サービス」は訪問診療、訪問看護、訪問介護を対象としており、これら 3

つは居宅・自宅介護を支える基盤である49。しかしながら、日本においてこの連携は十分には

取れていないのが現状である50。居宅・自宅介護を促進するために、短期的にはこの基盤部分

の充実が必要不可欠であり、長期的には訪問サービスの対象範囲を広げてより重度の人も受け

入れられる体制づくりを視野に入れるべきである。51本稿では、今後検討する課題の中でも特

に重要度が高く迅速な対応が求められる「診療報酬の引き上げ」および「ICT の導入」につい

て言及する。	 

	 

診療報酬の引き上げ	 

	 「地域包括ケアシステム」の中でも強調されているように、在宅医療の中核となる担い手は、

大病院ではなく、住宅を一軒ずつこまめに巡る訪問診療医である52。そのため、在宅医療の浸

透は訪問診療医の活動に大きく依存していると言える。しかし、現在の日本では、以下の「訪

問診療を実施している医療機関」のグラフからも明らかなように、訪問診療を提供している医

療機関の数は絶対数で見ても割合で見ても十分とは言えない。	 

                                                   
49	 「在宅医療と介護の連携推進に関する事例集」平成 27 年 3 月厚生労働省老健局老人保健課	 
50	 	 日医総研ワーキングペーパー	 在宅医療を担う診療所の現状と課題	 -「診療所の在宅医療機能に関する調査」の結

果から-	 日本医師会総合政策研究機構	 野村真美	 出口真弓	 吉田澄人 No.233	 2011 年 4 月 26 日	 
51	 平成 24 年度	 在宅医療支援のための医師研修会『在宅療養支援病院からみた地域連携のあり方』~地域包括ケアシス

テム推進を目指して~	 	 

http://dl.med.or.jp/dl-med/jma/nichii/zaitaku/zaitaku24/130317_p7p.pdf	 
52	 浅川澄一(ダイヤモンド社)	 

http://diamond.jp/articles/-/57179	 
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図表 23	 訪問診療を実施している医療機関	 

	 

厚生労働省「在宅医療と連携について」（平成 20 年）より筆者作成	 

	 

	 この現状を打開する上で有効とされるのが「診療報酬の引き上げ53」であり、日本における

診療報酬改定の歴史54からも、従事者に対するインセンティブ付けとして唯一の方法であると

言っても過言ではない。その理由として、福祉ジャーナリストの浅川氏は「日本の医療提供者

は公立の医療施設がわずか 14％、病床数で 22％と少ない。欧州では公立施設が大半なので政府

が改革を強制できる。一方、日本では独立の医療法人が多く、国が制度改革を試みても、なか

なか進展しない。そこで、『ニンジンをぶら下げて馬を走らせるように』、診療報酬を上下さ

せることで誘導してきた経緯がある。55」と分析している。このように、今後診療報酬をどの

ように設定し、訪問診療の担い手を増やしていくかは欠かせない議論となる。	 

	 

	 

	 

ICT の導入	 

                                                   
53診療報酬とは病院や診療所など医療機関に医療保険の団体から支払われる料金で、厚労省が決めている。	 
54一般的に、より高い報酬が設定される分野に力を入れるように医療機関は動くので、医療の仕組みはこの報酬体系で

変わっていくとさせる。	 
55	 浅川澄一(ダイヤモンド社)	 

http://diamond.jp/articles/-/56456	 



ISFJ2015 終論文  
 

 56 

	 訪問サービスの拡充を進めるうえで欠かせないものは医療機関や介護事業者による迅速かつ

適切な利用者情報の共有である。ICT 技術を活用することで提供者間のネットワークを強化し、

患者の状態にあった質の高い医療や介護の提供および地域の限られた資源を有効活用する必要

がある。実際、社会保障制度改革国民会議においても在宅医療・介護における ICT 強化の必要

性が訴えられており、国の方針としてさらなる普及が期待されている。	 

	 本シミュレーションで、病床から在宅医療・介護に移行する対象者は療養状態であり要介護

度 1・2・3 であるということしか共通しておらず、各患者の医療ニーズを把握する必要がある。

そこで ICT 技術を活用することで、患者がもともと入院していた医療機関のレセプトデータを

在宅サービス提供側に共有し、利用者の投薬や処置の効果を効率的に把握することができる。

患者の個人情報の管理や流出を防ぐ方法は留意すべきだが、このシミュレーションを実現する

ために、地域の様々な事業者が利用できるよう、異なるシステムでも必要な情報を交換できる

体制が鍵となり、国として、標準化の推進に取り組む必要がある。	 

	 在宅看護の推進に ICT 技術を活用した成功例としてオランダのビュートゾルフが挙げられる。

ビュートゾルフとは 2006 年に開始し、今やオランダの要介護者の 6～7 人に一人は使用してい

るという巨大な訪問看護組織である。この組織の強みは、組織内が 40～50 人の小規模地域を担

当するチームに分類され、意思疎通や連携が迅速になされることと、ICT（ビュートゾルフウェ

ブ）を活用し看護師の業務を簡素化したことである。「Buurtzorg	 Nederland	 and	 ICT	 Innovation」

によると、スタッフは１人１台パソコンを持つことで、本部との意思疎通を容易くしている。

また、看護や介護の業務以外は、ビュートゾルフウェブによって本部で管理しているため、煩

わしい事務業務や手続きが一切なく、本来の業務に専念できる環境が整えられている。	 

	 また、オランダでは介護職と看護職が一体になっており、日本のように医療行為であるか否

かで看護師と介護職の業務が完全に分かれてしまうことはなく、シャワー介助や調理、それに

褥瘡の手当て等を 1 人の看護・介護職が行うこともあり得る。ICT の活用だけでなく、介護と

看護の連携においても参考とすべき箇所が見受けられた。	 

	 

	 

	 

第２条	 居宅介護促進のための提言	 
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居宅介護推進においては、サ高住を増やす方針が入所者・事業者・国家財政の三者 Win-Win-Win

の関係をもたらす。実際のところ、国土交通省は今後 10 年間で 60 万戸の供給を計画し56、1

戸につき 大 100 万円の補助金や税制優遇策を始めたことで不動産会社のほか保険会社等、異

業種からの参入もあり、空前の建設バブルを迎え、13 年 2 月に全国で登録上 10 万戸を突破し

ている57。つまり、事業者側のメリットとして、国からの補助金が期待できる上に、介護付き

有料老人ホーム等の施設に比べ建築上・運営上の規制が少なく、合理化の余地が大きいことが

指摘できる。加えて、国家財政の観点からも、介護の誘発需要を未然に防ぎ、入所者に対して

必要 低限の 適なサービスを提供することで、介護費の増加を抑える効果が期待できる。第

5 章第 1 節で記述した入所者・事業者・国家財政にとってのメリットを踏まえ、サ高住を中心

に居宅施設を増設していく方向性が望ましい。しかしながら、2011 年から始まった政策である

ため要介護者に普及しておらず、特に本稿の居宅施設入所者の対象として考えている単身世代

に対して、積極的に認知度を向上させる。また、民間事業者に対しても補助金や税制優遇の存

在を浸透させることで受け皿を用意する。	 

	 

第３条	 自宅介護における課題	 

療養場所として自宅を選択しない 大の要因として、家族の重い介護負担が挙げられる。図表

24 のアンケート結果からも明確なように、自宅で受ける医療処置の程度を懸念するよりも、介

護負担を指摘して在宅介護を拒み、施設に入所させるケースが見受けられる。	 

                                                   
56高齢者住宅施策について	 平成 22 年 11 月 29 日	 国土交通省	 住宅局	 	 

	 http://www.mlit.go.jp/common/000130137.pdf	 
57週刊ダイヤモンド編集部	 

http://diamond.jp/articles/-/11390	 
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図表 24	 在宅・居宅系サービスへ移行することを阻害している理由

	 

医療経済研究機構「医療・介護施設の利用者に関する横断調査」（平成 23 年）より筆者作成	 

	 

	 しかし、介護負担の懸念は、訪問介護の体制が不十分であるという現状に由縁しており、今

後訪問介護・訪問看護の体制を強化することによって 2025 年までには懸念が軽減されることを

目指す。	 
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第 7 章	 効果測定	 

	 この章では、政策提言を行った場合、医療費と介護費が現状追認型と比べてどの程度変化す

るのかを推計する。	 

	 

第１節	 医療費・介護費効果測定の方法	 
	 医療費については、回復慢性期入院受療率が目標値となるように合わせた場合のみの医療需

要を考慮して、医療費推計を行った。介護費については、本シミュレーションにより、医療か

らどの介護サービスに移転するのかを検討した。本分析では、現状追認型の推計に各介護サー

ビス費用の増加分を足し合わせることにより介護費の総計を推計した58。	 

第 4 章における先行研究の医療費推計方法を踏まえて推計を行う。その上で、入院の病床機

能で分類し入院外(外来)と急性期入院と回復慢性期入院に分けた。これは地域医療構想が病院

（有床診療所含む：以下同様）の病床機能に注目していることを考慮しているからである。地

域医療構想によると、病院の医療機能は「高度急性期」、「一般急性期」「回復期」「慢性期」

の４つの区分となる。これらの境界線は患者一人当たりの診療報酬から算出した医療資源投入

量を目安とするものである。「一般急性期」と「回復期」の区分は 600 点、「回復期」と「慢

性期」在宅医療等との区分は 225 点とされている。この病院の病床機能は、2014 年から始まっ

た病床機能報告制度で初めて定義された。そのため、現時点では、その病床機能を反映した患

者数の情報は、政府の医療の公式統計ではまだ公表されていない。こうした現状を踏まえ、病

床機能を分けて医療費を推計するために、具体的には経済産業省(2015)「将来の地域医療にお

ける保険者と企業のあり方に関する研究会報告書」59に倣った手法を用いる。本稿では、この

                                                   
58	 この推計では、地域密着型サービスの中の定期巡回･随時対応型訪問介護看護サービスについて分析している。これ

は第３章の先行研究で示したようにサービス利用額をサービス利用者で割ることにより費用を割り出したが、本制度が

平成 24 年度から開始されたものであり平成２３年度のデータは存在しないため、平成 24 年 10 月のデータを用いて費

用を推計した。ただ、青森県等一部の県ではこの制度が採用されておらず、データがなかった関係上、全国平均値を代

用した	 
59	 経済産業省が担当する検討会で、「高齢化や人口減少が更に進行する 2040 年まで見据えた将来の医療需要を地域ご

とに推計した上で、現状の医療提供体制と併せ考えることにより、地域ごとの医療の需給ギャップを可視化」すること

を目的としている。	 
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報告書を参考に 15 日以下の入院を急性期、それ以外の入院を回復慢性期と定義して推計を行っ

ていく60。	 

	 

本推計では、総務省が公表する推計人口と、厚生労働省がまとめる「患者調査」「訪問看護

療養費実態調査」から得られるデータを用いて、性別都道府県別年齢階級別疾病別に医科診療

医療費（急性期入院、回復慢性期入院、入院外）、歯科診療医療費、薬局調剤医療費、入院時

食事・生活医療費(急性期、回復慢性期)、訪問看護医療費、療養費等についての受療率と一人

当たり単価を推計した 2025 年の将来推計については、上で推計した受療率と一人当たり単価を

現状のまま変化しないとすると、人口構造が変化した場合の現状追認シナリオが完成する。61	 

	 

次に第 4 章で取り上げた先行研究である社会保障国民会議(2008)「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」を踏まえた推計を行う。この

推計方法では介護サービス別、性別、年齢階級別に、要介護認定率、要介護者のサービス利用

率、利用者１人当たり費用を求めている62。この分類方法により、将来人口が変化した際でも、

要介護認定率・サービス利用率・利用者の一人当たり単価が変化しないという仮定をおくと介

護費を求めることができる。また人口は、政府推計のデータ、厚生労働省が公表する介護給付

費実態調査月報	 （平成 23 年 10 月審査分）のデータを用いて算出することができる。63	 

	 

	 こうして、2011 年の要介護認定率、要介護者のサービス利用率、要介護者のサービス利用構

成比利用者１人当たり費用を推計した上で、これらの値が 2025 年も変わらないと仮定する現状

追認シナリオとして、人口のところに、先に医療の将来推計のところで説明した社会保障人口

問題研究所の 2025 年の推計人口を入れることで、2025 年の介護サービス利用者や介護費用が

都道府県ごとに推計することが可能となる。	 

                                                   
60	 「全ての入院患者の入院期間が、その年齢と疾病に応じた現在の平均在院日数により定まると仮定し、疾病別、年

齢階級別に、入院後の在院日数ごとの患者数を推計し、それらを合計した。その上で、一般急性期機能病床の平均在院

日数の推計値である	 15 日を境界とし、15	 日以下の患者数を高度急性期機能・急性期機能相当の病床への医療需要、

15 日超の患者数を回復慢性期機能相当の病床への医療需要として算出した（報告書から引用）」	 
61	 本稿の効果測定では、医療需要が変化することに対して、医療費がどのように変化していくかに注目している。そ

のため、医療の高度化や物価の上昇に伴う一人当たり医療費の増加については考慮していない。本稿では、現状追認型

を患者の一人当たり費用と受療率が将来推計時でも変化しないとして分析を行うこととする。	 
62	 本稿では、介護認定率は要介護者数を人口で割ったもの、要介護者のサービス利用率は介護サービス利用者数を要

介護者数で割ったもの、利用者１人当たり費用は介護サービスにかかった費用を利用者数で割ったものと定義する。(再

掲)	 
63総務省「平成 23 年人口推計」における性別、年齢階級（５歳階級）別の都道府県別人口を用いる。	 

要介護者数、利用者数、サービス利用額は、厚生労働省「平成 23 年介護給付費実態調査」	 
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	 この効果測定で用いた変数の一覧は以下の通りである。	 

図表 25	 変数出所	 

	 

筆者作成	 

第２節	 推計結果	 
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医療費の減少分と介護費の増加分で考えると、約 2.64 兆円の純減となることがわかった。	 

医療費については、目標とすべき入院受療率を用いるため、回復慢性期の患者数が現状

追認型よりも減少することが期待できる。このため、患者数に一人当たり単価を掛け合わ

して推計される回復慢性期入院費と回復慢性期食費が減少することが期待される。この結

果、受療率の低下分（58%）に回復慢性期の患者数を掛け合わせた母数を減らす目標が掲げ

られ、この結果、3 兆 6262 億円の医療費が削減できることが推計された。二次医療圏別に

病床の転換や介護の需給ギャップから介護老人保健施設への移行がシミュレーションされ

たのは 255,917 人、介護の需給ギャップからシミュレーションされた介護福祉施設に移行

すべき 15,643 人、定期巡回･随時対応型訪問介護看護サービスには、15,999 人を移行させ

る必要があることがわかった。これらの値に都道府県別で計算された一人当たり単価をか

けると、9,623 億円の追加費用がかかることが推計された。	 

図表 26 の医療費の将来推計より、2025 年における回復慢性期受療率を 58%低下させたと

ころ、現状追認型の 2025 年医療費約 42 兆円から約 39 兆円に減少する。図表 27 の介護費

の将来推計からは、現状追認型の 2025 年介護費約 12 兆円から 2025 年の受療率変化後は約

12.96 兆円に増加する。よって、図表 28 の医療・介護費の将来推計からも明らかなように、

医療費の減少分と介護費の増加分で考えると、約 2.64 兆円の効果があることがわかった。	 

さらに、回復慢性期の入院受療率の引き下げによって、医療費全体の中でも、回復慢性

期入院費および入院時の生活・食事費の 2 つは直接的な影響を受ける。図表 29 の回復慢性

期入院費と生活・食事費の削減割合で示される通り、共に約 40%を超える削減効果が確認

できた。	 
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図表 26	 	 効果測定：医療費の将来推計	 

	 

筆者作成	 

	 

	 

図表 27	 	 効果測定：介護費の将来推計	 

	 

筆者作成	 
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図表 28	 	 効果測定：医療介護費の将来推計	 

	 

筆者作成	 

	 

	 

図表 29	 	 効果測定：回復慢性期入院費と生活・食事費の削減割合	 

	 

	 

筆者作成	 
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第 7 章	 結びに変えて	 

本稿では、第 1〜5 章において、地域医療構想内で想定されている「回復慢性期の入院受

療率の地域差」を問題視し、介護受け皿の拡充が入院受療率の低下に貢献するという仮説

を立てた。全国規模で入院受療率を目標値まで引き下げ、医療費と介護費の合計として求

められる医療介護費の削減を 終目標と置いた。第 5 章の重回帰分析では、65 歳以上回復

慢性期入院受療率の地域差の要因を検証した結果、65 歳以上回復慢性期入院受療率が低い

地域では、介護施設定員数、介護施設数、在宅サービス実施回数が多いことが示された。

よって、入院受療率において、医療と介護の連携の必要性が結論付けられた。続いて、第

5 章では地域の特性に応じた 適な医療介護体制を提唱すべく、二次医療圏ごとに既存医

療介護施設の余力を割り出し、入院患者の移行先を明確に示した。そして 後に、医療と

介護が連携した場合の医療介護費削減の効果測定を第 6 章で行った。	 

	 本分析で示唆された結果に基づき、医療と介護の連携を促進するために①病床の転換、

②既存介護施設への移行、③介護施設の新設、④在宅サービスの拡充を提言した。病床転

換に関する規制や費用、介護における人材不足、居宅施設の拡充、在宅介護に対する意識

等、改革すべき課題は残されているが、上記 4 つの提言が実現した場合の医療介護費効果

測定を行うことで、政策提言の意義を明示した。その結果、2025 年において医療費は 3.6

兆円削減されるが、入院患者を介護施設や在宅サービスに移行させることで介護費が 0.96

兆円増加し、全体では 2.64 兆円の削減が見込めた。地域医療構想で想定されている回復慢

性期受療率の地域差削減の実現可能性を担保し、効果を定量的に測定したことは本稿の貢

献と言えよう。本提言を実現する上での課題についても、提言による医療介護費へのプラ

スのインパクトを示したことで、地域主体となった具体策への議論が盛んになされること

を期待してやまない。	 
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