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地域における医療及び介護の総合的な確保を  
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 介護保険と地域医療体制を同時に見直す「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案」（以下、「医療介護総合確保推進法案」）は、

2014年２月12日に186国会に提出され、同年４月１日に衆院厚生労働委員会に付託、５月14日

に同委員会で可決、翌15日衆議院本会議で可決され、参議院に送付された。参議院では、６月

２日に厚生労働委員会に付託され、６月17日の参院厚生労働委員会で、自民、公明両党の賛成

多数で可決、翌18日の参院本会議で可決・成立した。 

 交付日は６月25日で同日施行したが、医療法関係は2014年10月以降、介護保険法関係は2015

年４月以降など、順次施行される。 
 

 

 

 

 はじめに 
 

 2011年以降、社会保障と税の一体改革の議論が本格化し、2012年の通常国会において、税制面では

消費税法改正法案が、社会保障面では年金改革関連法及び子ども・子育て関連法が社会保障と税の一

体改革関連法として成立していた。一方、医療及び介護に関する制度改正の検討は、社会保障制度改

革推進法（2012年法律第64号）に基づいて設置された社会保障制度国民会議（以下、「国民会議」と

いう。）に委ねられことになった。 

 国民会議は、2013年８月６日に「確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋」と題する報告書

を取りまとめ、同年12月５日には、その内容を踏襲しつつ、今後の改革の進め方を規定した「持続可

能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」（以下「社会保障制度改革プログラ

ム法」という。）が成立した。同法では、少子化対策、医療制度、介護保険制度、公的年金制度にお

ける改革の進め方を規定するとともに、関係閣僚から成る社会保障制度改革推進本部及び有識者から

成る社会保障制度改革推進会議の設置を定め、あわせて2014年通常国会に、医療制度及び介護保険制

度の見直しのために必要な法律案の提出を目指すこととし、そして、2014年２月12日に医療介護総合

確保推進法案が国会に上程されたのであった。 

 医療介護総合確保推進法案は、医療、介護に絡む19の改正法案を１本にまとめたものである。同改

正法は、在宅医療の充実に取り組む医療機関を支援するため、消費税増税分から904億円を投入して、

都道府県に2014年度に基金を設置することを定める。都道府県は域内の病床の必要量などを示す「地
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療・介護サービスの提供体制改革のため新たな財政支援制度を創設するとし、各都道府県に、消

費税増税分の一部を財源として基金を創設し、医療・介護サービスの提供体制を改革するため各

都道府県が作成した計画に基づき事業を推進することにより、必要な医療施設や介護サービスの

計画的な確保を目指すとした。 

   各都道府県に設置される基金は、必要とされる費用のうち、国は３分の２、地方は３分の１を

負担することとされ、それぞれ消費税増分による財源が充当される。基金の規模は、2014年度予

算では公費で904億円とされ、うち544億円が消費税増収分、残る360億円のうち280億円は地域医

療センター運営事業や看護師等養成所運営事業等の既存事業分などからなる。 

 

(２) 地域医療構想（ビジョン）の策定 

   社会保障制度改革プログラム法では、病院等の管理者が、当該施設の病床機能に関する情報を

所在地の都道府県知事に報告する制度の創設が規定されていた。この病床機能報告制度により得

られる情報等を活用した都道府県による地域の医療提供体制の構想（地域医療構想）の策定及び

必要な病床の適切な区分の設定、都道府県の役割の強化等必要な方策についても措置することと

していた。 

   これを受け医療介護総合確保推進法案は、病院及び有床診療所が有する病床の担っている医療

機能の現状と今後の方向性等について、医療機関側から都道府県に報告する制度を設け、医療機

関の自主的取り組みを進めることとした。なお、報告における医療機能の区分に関しては、①高

度急性期、②急性期、③回復期、④慢性期とするとしている（図表１参照）。 

   地域医療構想実現のため、都道府県は、医療関係者、医療保険者等の関係者との協議を行う

「協議の場」を設置する義務を負い、同構想の達成に必要とされる事項について協議を行うが、

「協議の場」だけでは地域医療構想が進展しない場合には、都道府県知事は以下の措置を講ずる

ことが規定されている。 

  ① 病院の新規開設・増床において、都道府県知事は、開設許可の際不足している医療機能を担

うことを条件付けできる。 

  ② 既存医療機関の医療機能の転換において、医療機関が過剰な医療機能に転換しようとする場

合には、医療機関に対して医療審議会での説明等を求めることができる。転換にやむをえない

事情がないと認めるときは、医療審議会の意見を聴いて、転換の中止を要請（公的医療機関機

関等には命令）することができる。また、協議が整わず、自主的な取り組みでは機能分化・連

携が進まない場合には、医療審議会の意見を聴いて、不足医療機能に係る医療を提供すること

を要請（公的医療機関等には指示）することができる。 

  ③ 稼働していない病床への対応において、医療計画に達成のため特に必要がある場合は、公的

医療機関等以外の医療機関に対して、医療審議会の意見を聴いて、稼働していない病床の削減

を要請できる。医療機関が要請に従わない場合は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、勧告

を行う。 

 

(３) 医療計画の見直しなど 

   在宅医療の充実及び医療と介護の連携の推進のための医療計画の見直しが規定されている。 

   具体的には、医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が地域における医療及び介護を

－ 184 － 

域医療構想」を策定し、病院関係者も交えた協議会で各病院の役割を決める。重症者向けの病床が多

い現状を改めるとともに、在宅医療・介護サービスを手厚くすることとしている。また、医療事故を

第三者機関に届け出て調査する制度の新設なども含まれる。 

 介護分野では、2015年８月から、年金収入280万円以上の人の介護保険の自己負担を現行の１割か

ら２割に引き上げる。特別養護老人ホームについても、新規入所は原則要介護３以上の中・重度者に

限るなど見直すとしている。さらに、介護保険で最も軽度な「要支援１・２」の人（約150万人）を

対象とした、ヘルパーによる家事援助、デイサービスセンターでの食事や入浴といった訪問・通所介

護サービスを、2015年度から３年で市町村事業に移すとしている。国はボランティアの活用なども想

定しており、全国一律だった事業が市町村に移ることで、サービス内容に地域間格差が生じるのでは

ないか、との懸念もある。 

 

 

 1. 法案の背景 
 

 日本の国民医療費は、急速な高齢化や医療の高度化等により著しく増加し、2013年度は41.8兆円で、

近年は対前年度比で約３％増、約１兆円ずつ増え、2025年には、54.0兆円に達すると推計されている。

また、介護費に関しては、介護保険総費用が、2000年度の介護保険制度創設当時は3.6兆円であった

が、2013年度の総費用は9.4兆円となり、約３倍近くに及んでいる。 

 増大する医療費・介護費を抑制することが喫緊の課題であるなかにあって、医療や介護の提供体制

の見直しが急務となった。 

 日本の医療提供体制は、①平均在院日数が長い、②病床数が多い、③病床あたり医師数・看護師数

が少ない、④人口当たり医師数も少ないという特徴があり、これら要素の解消が課題となっていた。

また介護の提供体制に関しては、介護保険の要介護または要支援認定者数が2000年４月の218万人か

ら2013年４月には564万人へと約2.6倍に増加しているにもかかわらず、介護従事職員や養護施設の不

足状況は明らかであった。 

 医療介護総合確保推進法は、このような背景のもと、「効率的かつ質の高い医療提供体制」と「地

域包括ケアシステムを構築することを通じ、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、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う」ことを目的として、医療と介護

を一体的に改革しようとする点に特徴があり、改革の中心は、医療・介護サービスの提供体制改革に

置かれている。 

 

 

 2. 法案の主な概要 
 

医療分野 

(１) 新たな基金の創設と医療・介護の連携強化 

   医療分野では、2025年を展望し、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師・看護

師等の医療従事者の確保・勤務環境の改善、地域包括ケアシステムの構築など、地域における医
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療・介護サービスの提供体制改革のため新たな財政支援制度を創設するとし、各都道府県に、消

費税増税分の一部を財源として基金を創設し、医療・介護サービスの提供体制を改革するため各

都道府県が作成した計画に基づき事業を推進することにより、必要な医療施設や介護サービスの

計画的な確保を目指すとした。 

   各都道府県に設置される基金は、必要とされる費用のうち、国は３分の２、地方は３分の１を

負担することとされ、それぞれ消費税増分による財源が充当される。基金の規模は、2014年度予

算では公費で904億円とされ、うち544億円が消費税増収分、残る360億円のうち280億円は地域医

療センター運営事業や看護師等養成所運営事業等の既存事業分などからなる。 

 

(２) 地域医療構想（ビジョン）の策定 

   社会保障制度改革プログラム法では、病院等の管理者が、当該施設の病床機能に関する情報を

所在地の都道府県知事に報告する制度の創設が規定されていた。この病床機能報告制度により得

られる情報等を活用した都道府県による地域の医療提供体制の構想（地域医療構想）の策定及び

必要な病床の適切な区分の設定、都道府県の役割の強化等必要な方策についても措置することと

していた。 

   これを受け医療介護総合確保推進法案は、病院及び有床診療所が有する病床の担っている医療

機能の現状と今後の方向性等について、医療機関側から都道府県に報告する制度を設け、医療機

関の自主的取り組みを進めることとした。なお、報告における医療機能の区分に関しては、①高

度急性期、②急性期、③回復期、④慢性期とするとしている（図表１参照）。 

   地域医療構想実現のため、都道府県は、医療関係者、医療保険者等の関係者との協議を行う

「協議の場」を設置する義務を負い、同構想の達成に必要とされる事項について協議を行うが、

「協議の場」だけでは地域医療構想が進展しない場合には、都道府県知事は以下の措置を講ずる

ことが規定されている。 

  ① 病院の新規開設・増床において、都道府県知事は、開設許可の際不足している医療機能を担

うことを条件付けできる。 

  ② 既存医療機関の医療機能の転換において、医療機関が過剰な医療機能に転換しようとする場

合には、医療機関に対して医療審議会での説明等を求めることができる。転換にやむをえない

事情がないと認めるときは、医療審議会の意見を聴いて、転換の中止を要請（公的医療機関機

関等には命令）することができる。また、協議が整わず、自主的な取り組みでは機能分化・連

携が進まない場合には、医療審議会の意見を聴いて、不足医療機能に係る医療を提供すること

を要請（公的医療機関等には指示）することができる。 

  ③ 稼働していない病床への対応において、医療計画に達成のため特に必要がある場合は、公的

医療機関等以外の医療機関に対して、医療審議会の意見を聴いて、稼働していない病床の削減

を要請できる。医療機関が要請に従わない場合は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、勧告

を行う。 

 

(３) 医療計画の見直しなど 

   在宅医療の充実及び医療と介護の連携の推進のための医療計画の見直しが規定されている。 

   具体的には、医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が地域における医療及び介護を
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護予防給付はそれぞれ、訪問介護（ホームヘルプサービス）、通所介護（デイサービス）、訪

問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所生活介護（ショートス

テイ）等の居宅サービス、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護（グループ

ホーム）等の地域密着型サービスによって構成される。介護給付には、このほかに特別養護老

人ホーム（特養）、介護老人保健施設（老健）等の施設サービスと、地域密着型サービスのう

ち定期巡回・随時対応型訪問介護看護等が加わる。 

    また、市町村事業部分は主に地域支援事業から成り、この中で介護予防事業、包括的支援事

業、任意事業が行われている。 

 

   ＜図表２＞ 
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総合的に確保するための本格的な指針（総合確保方針）を定め、都道府県が医療計画を作成する

に当たっては、都道府県介護保険事業計画との整合性を確保しなければならないとしている。 

   医療提供体制においては、病院・病床の機能や役割分担の不明確さ、急性期治療経過後の患者

受け入れ先の不足、在宅医療充実の必要性などが課題とされてきた。今回の改正法はこうした課

題に対応するとともに、医療従事者の人材確保等にもあわせて取り組むものであり、1948年の医

療法制定以後、最も大きく、多岐にわたる改正内容とされる。また、医療と介護の連携のため、

医療提供体制の改革が介護保険制度改正と同時一体的になされる点が重要とされる。 

   超高齢社会の到来を前に医療提供体制を整備するための病床機能報告制度の導入と地域医療構

想の策定は、今次改正法の柱であるが、たとえば都道府県が設置する協議の場が調わなかった場

合の措置など、都道府県知事の対応について適正な執行の担保が必要であり、この点、各病床区

分の必要量が一定の幅を持った目安にとどまり、強制的な規制措置を発動するのは困難だとする

指摘も見られる。 

   また、国民会議報告書では、医療機関間の適切な役割分担を図るため、大病院の外来は紹介患

者を中心とし、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の普

及、定着が必須とされた。地域において開業し在宅ケアを担う主治医の存在は、地域包括ケアの

要とされる。 

 

＜図表１＞ 
 

医療機能の名称 医療機能の内容 

高度急性期機能 
○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供す

る機能 

急 性 期 機 能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 

回 復 期 機 能 

○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機

能。 

○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上

や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリ

テーション機能）。 

慢 性 期 機 能 

○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 

○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロ

フィー患者又は難病患者等を入院させる機能 

（出所）厚生労働省資料 
 

 

 

介護分野 

(４) 介護予防給付の市町村事業への移行 

  ○現状 

    介護保険制度は、全国一律の基準に沿って行われる保険給付と、市町村による事業部分に大

別される（図表２参照）。 

    このうち保険給付部分は主に、要介護１～５の認定を受けた要介護者を対象とする介護給付

と、要支援１、２の認定を受けた要支援者を対象とする介護予防給付から成る。介護給付と介
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護予防給付はそれぞれ、訪問介護（ホームヘルプサービス）、通所介護（デイサービス）、訪

問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所生活介護（ショートス

テイ）等の居宅サービス、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護（グループ

ホーム）等の地域密着型サービスによって構成される。介護給付には、このほかに特別養護老

人ホーム（特養）、介護老人保健施設（老健）等の施設サービスと、地域密着型サービスのう

ち定期巡回・随時対応型訪問介護看護等が加わる。 

    また、市町村事業部分は主に地域支援事業から成り、この中で介護予防事業、包括的支援事

業、任意事業が行われている。 

 

   ＜図表２＞ 
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いる。一定以上の所得の線引きについては政令で定められ、合計所得金額160万円（単身で年金

収入のみの場合は年金収入280万円）以上である。 

   また、利用者負担に上限を設定する高額介護サービス費に関して、現行の一般区分（37,200円）

のうち、医療保険の現役並み所得に相当する者については44,400円に引き上げられる。厚生労働

省は、改正の理由について、保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるた

めとしている。施行は、前年度所得の捕捉の関係で、平成27年８月となる予定である。 

 

(６) 特別養護老人ホーム入所者の重度者への限定 

   従前は、特別養護老人ホームには、要介護１から５までの者が入所することができるとされて

きたが、実際には、2011年時点で、特別養護老人ホームの入所者のうち要介護３以上の者が

88.2％であり、要介護１または２に該当する者は全体の11.8％である。 

   ただし、特別養護老人ホームの入所待機者は、2009年からの４年間で10万人増え、52万1,688

人となり、そのうち要介護１または２の者は17万7,526人（34％）に上っているという状況であ

る。 

   改正法では、特別養護老人ホームへの入所者について、厚生労働省令で定める者とし、新規入

所者を原則として要介護３以上の者に限定することとしている。ただし、既に入所している者に

ついてはこの限りではなく、要介護１または２であっても、やむを得ない事情により特別養護老

人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の関与の下、特例とし

て新規入所を認めることとする。 

   特例のケースとしては、①知的障害・精神障害等を伴って、地域での安定した生活を続けるこ

とが困難な場合、②家族等による虐待が深刻で、心身の安全・安心の確保が不可欠な場合、③認

知症高齢者で、常時適切な見守り・介護が必要な場合であると、厚生労働者は説明している。 

 

(７) 介護保険施設入所者に対する補足給付に当たっての資産勘案 

   介護保険制度創設当初は、特別養護老人ホームや老人保健施設等の介護保険施設に入所する者

の食費及び居住費は保険給付の対象であったが、在宅で暮らす人が食費や居住費を自己負担して

いることに比べて不公平であるとの観点から、2006年度から、施設入所者の食費及び居住費が保

険給付から外れ、原則として自己負担とすることとされた。ただし、見直しによって負担が急増

しないよう、住民税非課税世帯の者に対しては、所得に応じて特定入所者介護サービス費または

特定入所者介護予防サービス費を保険給付する形で軽減措置が採られている（補足給付）。 補

足給付に当たっては、フローとしての所得のみによって判断され、ストックとしての資産は勘案

されない。このため、多額の預貯金を保有していても、例えば年金収入が低いといった場合には、

補足給付が行われてきた。 

   これに対し改正法は、一定額超の預貯金等がある場合には、補足給付を行わないとし、その線

引きは厚生労働省令で定められるが、単身では1,000万円超、夫婦世帯では2,000万円超程度の預

貯金がある場合を想定している。 

 

(８) 都道府県から市町村への権限移譲 ＜資料１参照＞ 

   医療介護総合確保推進法の介護保険法改正部分において、「指定居宅介護支援事業者」の指定

－ 188 － 

    保険給付部分、市町村事業部分のいずれにも介護保険料と公費（国、都道府県、市町村）が

投入されている。保険給付部分及び地域支援事業のうち介護予防事業については公費と第１号

（65歳以上の加入者）・第２号保険料（40～64歳加入者）によって、地域支援事業のうち包括

的支援事業及び任意事業については公費と第１号保険料によって、それぞれ運営されている。 

    要支援者向けの予防給付は、運動機能の向上や認知症予防など介護の知識や技術が必要な

サービスと、ホームヘルパーの定期訪問による掃除や洗濯、買い物などの家事援助によって構

成されている。予防給付に係る費用は約4,500億円で、介護サービス全体の費用の5.7％に過ぎ

ない（2011年度）ものの、団塊の世代が75歳以上となる2025年には、介護保険の総費用額は現

在の水準から21兆円程度へ２倍以上に膨らむとみられ、将来の介護費用と保険料の上昇を抑え、

より重度者の介護サービスに財源を回すために、軽度者向けのサービスの見直しが必要といわ

れてきた。 

    国民会議によりまとめられた報告書では、介護保険給付と地域支援事業の在り方を見直すべ

きであるとされ、介護の必要度が低い要支援者向けのサービスを市町村の独自事業に移すこと

が盛り込まれた。これを受けて、厚生労働省は、要支援者に対する予防給付を廃止し、市町村

が実施する新しい地域支援事業に移行する案を、2013年９月に介護保険部会に提示したが、そ

の内容は、全国一律の基準によるのではなく、サービスの内容や価格などを市町村が柔軟に決

定できるようにし、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、社会福祉法人等の地域資源を効果的に

活用するなど、地域の実情に応じた取組みを可能にしようとするものであった。 

  ○法の概要 

    医療介護総合確保推進法では、地域支援事業の介護予防サービスのうち介護予防訪問介護と

介護予防通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組みができる地域支援事業（介護

予防・日常生活支援総合事業）に移行し、2017年度までにすべての市町村で実施するものとし

ている（図表２参照）。 

    現状において、訪問介護及び通所介護の費用は、介護予防サービス費用額全体の約６割を占

めているが、厚生労働省では、市町村移行後においても、現在の介護予防給付の予算規模の財

源確保に努めていく必要があるとし、財源構成も現状と同じ（国25％、都道府県12.5％、市町

村12.5％、保険料50％）とする意向を示している。 

    すでに2011年の介護保険法改正により、市町村事業として「介護予防・日常生活支援総合事

業」が創設され、市町村は、要支援者に対するサービスの提供を行うことができるようなって

いたものの、自治体間の格差が目立ち、2012年時点で、全国の市町村のうち総合事業を実施し

ているのは44市町村にとどまっていた。 

    今回の法改正により、訪問介護・通所介護を介護保険事業から外し、上記総合事業に移行さ

せるとしているが、担い手については、ボランティア等が想定されており、また、市町村格差

が拡大し、必要なサービスが保障されないのではないかといわれている。 

 

(５) 介護保険の利用者負担の引上げ 

   介護保険の利用者負担割合は、所得水準にかかわらず１割である。医療保険制度では自己負担

割合は段階的に引き上げられてきたが、介護保険では制度創設以来据え置かれてきた。 

   改正法では、一定以上の所得がある者については、利用者負担を２割に引き上げることとして
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いる。一定以上の所得の線引きについては政令で定められ、合計所得金額160万円（単身で年金

収入のみの場合は年金収入280万円）以上である。 

   また、利用者負担に上限を設定する高額介護サービス費に関して、現行の一般区分（37,200円）

のうち、医療保険の現役並み所得に相当する者については44,400円に引き上げられる。厚生労働

省は、改正の理由について、保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるた

めとしている。施行は、前年度所得の捕捉の関係で、平成27年８月となる予定である。 

 

(６) 特別養護老人ホーム入所者の重度者への限定 

   従前は、特別養護老人ホームには、要介護１から５までの者が入所することができるとされて

きたが、実際には、2011年時点で、特別養護老人ホームの入所者のうち要介護３以上の者が

88.2％であり、要介護１または２に該当する者は全体の11.8％である。 

   ただし、特別養護老人ホームの入所待機者は、2009年からの４年間で10万人増え、52万1,688

人となり、そのうち要介護１または２の者は17万7,526人（34％）に上っているという状況であ

る。 

   改正法では、特別養護老人ホームへの入所者について、厚生労働省令で定める者とし、新規入

所者を原則として要介護３以上の者に限定することとしている。ただし、既に入所している者に

ついてはこの限りではなく、要介護１または２であっても、やむを得ない事情により特別養護老

人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の関与の下、特例とし

て新規入所を認めることとする。 

   特例のケースとしては、①知的障害・精神障害等を伴って、地域での安定した生活を続けるこ

とが困難な場合、②家族等による虐待が深刻で、心身の安全・安心の確保が不可欠な場合、③認

知症高齢者で、常時適切な見守り・介護が必要な場合であると、厚生労働者は説明している。 

 

(７) 介護保険施設入所者に対する補足給付に当たっての資産勘案 

   介護保険制度創設当初は、特別養護老人ホームや老人保健施設等の介護保険施設に入所する者

の食費及び居住費は保険給付の対象であったが、在宅で暮らす人が食費や居住費を自己負担して

いることに比べて不公平であるとの観点から、2006年度から、施設入所者の食費及び居住費が保

険給付から外れ、原則として自己負担とすることとされた。ただし、見直しによって負担が急増

しないよう、住民税非課税世帯の者に対しては、所得に応じて特定入所者介護サービス費または

特定入所者介護予防サービス費を保険給付する形で軽減措置が採られている（補足給付）。 補

足給付に当たっては、フローとしての所得のみによって判断され、ストックとしての資産は勘案

されない。このため、多額の預貯金を保有していても、例えば年金収入が低いといった場合には、

補足給付が行われてきた。 

   これに対し改正法は、一定額超の預貯金等がある場合には、補足給付を行わないとし、その線

引きは厚生労働省令で定められるが、単身では1,000万円超、夫婦世帯では2,000万円超程度の預

貯金がある場合を想定している。 

 

(８) 都道府県から市町村への権限移譲 ＜資料１参照＞ 

   医療介護総合確保推進法の介護保険法改正部分において、「指定居宅介護支援事業者」の指定

－ 189 －



－ 191 － 

(１) 新たな基金の創設と医療・介護の連携強化 

   衆院厚生労働委員会 15回 2014年４月25日 

   森本真治君） 新たな財政支援制度、新たな基金の話です。医療、介護の一体的なサービスの

提供という部分においてまとめて議論をする話としては理解できる。逆に、今回の計画、少

し一体感がないのではないかと思うところもある。 

     本来、医療、介護一体で様々なこれから改革を行っていく、そういう基金なんですけれど

も、今年度は医療だけをまず先行して進めていこうということになっている。まさに医療と

介護の計画を分けて進めていくこと、これは本当に効率的なシステムが構築できていくのか

ということについて少し不安にならざるを得ない点がありますが、なぜ今回この医療だけを

先行して行うんでしょうか。 

   政府参考人（原勝則君） 今回の法案により都道府県に基金を設置して行う新たな財政支援制

度ですが、地域の実情に応じた基盤整備や課題解決に対応するものであり、これにより、医

療・介護サービスの充実を一体的に図っていきたいということはそのとおりです。 

     医療につきましては、平成26年度より診療報酬改定とあと基金による財政支援とを組み合

わせることによりまして、病床機能の分化、連携や在宅医療の推進等を効果的に進めること

ができるのではないかということで、診療報酬改定に合わせまして26年度から実施をしてい

るということです。 

     一方、介護でございますけれども、３年ごとに市町村が介護保険事業支援計画、あるいは

都道府県が介護保険事業支援計画を策定しながら３年ごとにやっていくという仕組みでござ

います。第６期、時期は平成27年度からで、また、この第６期は、今回の法案にも入れてお

りますけれども、向こう３年だけではなくて、2025年に向けた中長期的な視点も含めて策定

をしていただきたいというようなことで計画をしております。したがいまして、介護につき

ましては、次期介護保険事業計画が始まる平成27年度に合わせまして、そこと一体として取

り組んだ方がいいのではないかということで、私ども、計画に合わせて介護施設等の整備や

介護従事者の確保等を推進していきたいと考えたところでございます。 

   森本真治君） まず医療のシステムが先に走っていて、医療、介護の一体という部分といった

ときには、そこに介護の部分が後から連結をされてというような理解になる。そうすると、

例えば今回の基金なんかでも、基本的にはもうほとんどというか、医療の部分で使われて介

護の部分が、例えば来年度以降にしっかりとその介護の部分の基金というか、財源の確保な

んかというところが、やっぱり不安にならざるを得ない。 

 

(２) 地域医療構想（ビジョン）の策定と都道府県の役割強化 

   衆院厚生労働委員会 2014年４月23日 第14回 

   高橋千鶴子委員） 都道府県は、地域の医療需要の将来推計や報告された情報等を活用して、

二次医療圏ごとの各医療機能の将来の必要量を推計して、地域医療ビジョンを策定するとし

ています。 

     地域医療ビジョンを計画倒れにせず実現する仕組みについて、この表現ぶりは医政局長が

全国の会議で表現した言葉であります。要するにペナルティーのことだと思う。まず、協議

の場を設けるということ、その間に都道府県知事が講ずることができる措置ということで、
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について、都道府県知事から市町村長への権限移譲が行われている。またこれに伴い条例制定は、

市町村で行うこととなった。 

   「指定居宅介護支援事業者」については、2011年11月29日に閣議決定した「義務付け・枠付け

の更なる見直しについて」で、指定居宅介護支援事業者が有する従業者の員数に関する基準（81

条１項）、支援の事業の運営に関する基準（81条２項）に関して、都道府県、指定都市及び中核

市の制定する条例に委任するという「義務付け・枠付けの緩和」が行われていた。ただし、条例

制定の基準については、介護支援専門員等の従業者の資格に関する基準に係る規定、配置する従

業者の員数に関する基準に係る規定並びに利用者及びその家族に対する人権侵害の防止等に係る

規定は「従うべき基準」とし、その他の運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準に係る規定は「参酌すべき基準」としていた(１)。 

   なお、上記の改正内容は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律＜第３次一括法＞」（平成25年６月14日公布）で実施されている。 

   今般の「地域医療・介護一括法案」における「指定居宅介護支援事業者」の指定等の市町村へ

の移譲は、都道府県知事から市町村長への権限移譲という一連の潮流に基づき実施されるもので、

条例制定権者を都道府県から市町村へと移行させるものである。 

   ただし、条例の規定内容の根幹部分は厚生労働省令を「従うべき基準」とするという構造は従

前のまま、緩和されていない。 

 

 

 3. 国会での審議 
 

 医療介護総合確保推進法は、2014年４月１日に衆議院厚生労働委員会に付託され、５月14日には、

日本維新の会から提出された修正案を否決したのち、自民党と公明党の与党の賛成多数により可決、

翌15日に衆院本会議で可決され、参議院に送付された。参議院での審議は６月２日に厚生労働委員会

ではじまり、17日に自民党・公明党の賛成多数で可決、翌18日の参院本会議で可決・成立した。 

 医療介護総合確保推進法は、国民の社会保障の権利にかかわる重要法案でありながら、広範な対象

の19本の法律改正案を一括したもので、審議時間（衆議院厚生労働委員会での審議時間は28時間で

あった）も限られるなかで可決されたものである。 

 このため国会審議では一括法という手法に対する数多くの疑問が呈された。 

 以下、主な質疑について概観する。 

  

                                                                                           

(１) 同閣議決定では、指定介護予防支援事業者が有する従業者の員数に関する基準（115条の24第１項）並びに介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準（115条の24第２項）に関して、市町村に条例に委任するとしてい

た。ただし、条例制定の基準については、「指定居宅介護支援事業者」に係る事項と同様に、介護支援専門員等

の従業者の資格に関する基準に係る規定、配置する従業者の員数に関する基準に係る規定並びに利用者及びその

家族に対する人権侵害の防止等に係る規定は「従うべき基準」とし、その他の運営に関する基準及び介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準に係る規定は「参酌すべき基準」としていた。また、地域包括支援セン

ターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準（115条の45第４項）も、市町村の制定する条例

に委任するなど「義務付け・枠付けの緩和」をしたものの、条例制定の基準については、保健師等の職員の資格

に関する基準に係る規定、配置する職員の員数に関する基準に係る規定は「従うべき基準」、その他の基準に係

る規定は「参酌すべき基準」としていた。 
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(１) 新たな基金の創設と医療・介護の連携強化 

   衆院厚生労働委員会 15回 2014年４月25日 

   森本真治君） 新たな財政支援制度、新たな基金の話です。医療、介護の一体的なサービスの

提供という部分においてまとめて議論をする話としては理解できる。逆に、今回の計画、少

し一体感がないのではないかと思うところもある。 

     本来、医療、介護一体で様々なこれから改革を行っていく、そういう基金なんですけれど

も、今年度は医療だけをまず先行して進めていこうということになっている。まさに医療と

介護の計画を分けて進めていくこと、これは本当に効率的なシステムが構築できていくのか

ということについて少し不安にならざるを得ない点がありますが、なぜ今回この医療だけを

先行して行うんでしょうか。 

   政府参考人（原勝則君） 今回の法案により都道府県に基金を設置して行う新たな財政支援制

度ですが、地域の実情に応じた基盤整備や課題解決に対応するものであり、これにより、医

療・介護サービスの充実を一体的に図っていきたいということはそのとおりです。 

     医療につきましては、平成26年度より診療報酬改定とあと基金による財政支援とを組み合

わせることによりまして、病床機能の分化、連携や在宅医療の推進等を効果的に進めること

ができるのではないかということで、診療報酬改定に合わせまして26年度から実施をしてい

るということです。 

     一方、介護でございますけれども、３年ごとに市町村が介護保険事業支援計画、あるいは

都道府県が介護保険事業支援計画を策定しながら３年ごとにやっていくという仕組みでござ

います。第６期、時期は平成27年度からで、また、この第６期は、今回の法案にも入れてお

りますけれども、向こう３年だけではなくて、2025年に向けた中長期的な視点も含めて策定

をしていただきたいというようなことで計画をしております。したがいまして、介護につき

ましては、次期介護保険事業計画が始まる平成27年度に合わせまして、そこと一体として取

り組んだ方がいいのではないかということで、私ども、計画に合わせて介護施設等の整備や

介護従事者の確保等を推進していきたいと考えたところでございます。 

   森本真治君） まず医療のシステムが先に走っていて、医療、介護の一体という部分といった

ときには、そこに介護の部分が後から連結をされてというような理解になる。そうすると、

例えば今回の基金なんかでも、基本的にはもうほとんどというか、医療の部分で使われて介

護の部分が、例えば来年度以降にしっかりとその介護の部分の基金というか、財源の確保な

んかというところが、やっぱり不安にならざるを得ない。 

 

(２) 地域医療構想（ビジョン）の策定と都道府県の役割強化 

   衆院厚生労働委員会 2014年４月23日 第14回 

   高橋千鶴子委員） 都道府県は、地域の医療需要の将来推計や報告された情報等を活用して、

二次医療圏ごとの各医療機能の将来の必要量を推計して、地域医療ビジョンを策定するとし

ています。 

     地域医療ビジョンを計画倒れにせず実現する仕組みについて、この表現ぶりは医政局長が

全国の会議で表現した言葉であります。要するにペナルティーのことだと思う。まず、協議

の場を設けるということ、その間に都道府県知事が講ずることができる措置ということで、
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よって全然違ってくると思いますよ、首長さんの考え方で。ですから、非常に楽観的過ぎる

んではないか。中央社会保障推進協議会というところが全国の自治体にアンケートをとりま

したところ、可能だと答える保険者が113保険者。できない、不可能だと答えた方が206保険

者いる。私もいろいろ自治体にお伺いしましたけれども、そんな受け皿はないから、それは

できませんよというふうにおっしゃる自治体もある。 

 

(４) 市町村事業の担い手 ボランティアか専門職か 人材確保 

   衆院厚生労働委員会 2014年４月23日 第14回 

   山井委員） 今まではプロの介護職員のデイサービス、ホームヘルプが権利として受けられて

いたのが、今度は、ＮＰＯやボランティア、そういうものになる可能性もある。ボランティ

アさんに変わったり、自己負担が上がったり、そして回数が減ったり、田村大臣、その可能

性はあるということですね。 

   田村厚生労働大臣） まず、自己負担、これは現行の給付並みということで各自治体にお願い

をさせていただく。要支援者の方々が本当はほかのサービスを受けたいと思っても他にない、

そういう声もある。要支援という方々は、確かにサービスは受けておられます。ただ、要介

護ではないわけでありまして、要支援の方々というのは、言うなれば、ＡＤＬは、日常の行

動に関しましては、ある程度自立されておられるわけですね、身の回りのことは。しかし、

生活行為等々において、これは一定程度障害があられるという状況のもとでありますから、

そういう方々はやはり多様なニーズがあられるわけであります。それはやはり、自治体もし

くは周りのコミュニティーが一番把握をしておるわけであります。そんな中において、多様

なニーズにお応えできる、そういうサービスを提供していただくということが一定の効果を

上げておる、そういう証左のもとにおいて、今般このような提案をさせていただいておる。 

   山井委員） 今回、介護保険にあった要支援サービスを市町村に任せた方がうまくいくという

検証結果は出ていないんですよ。人数は把握していませんと。要支援の人で何人よくなった

か、そんな調査はしていない。予防モデル事業で、普通の介護保険サービスを利用している

人とそうでない人と、どんな差が出ているんですか、要介護度が改善したのか改善していな

いのか、検証結果を教えてくださいと（質問すると）、「現在、作業中です。」（と回答さ

れた） 

     要介護度なり改善したという結果があったから、法改正をするのではないのですか。 

   田村大臣） 必ずしも、多様なサービスが全てプロで、全員でやらなきゃいけないというもの

ではないと思います。多様なサービスをプロが全部やっていたら、これはもう専門職の方が

全国じゅうで足らなくなる。だから、そういうものを今、各地域でいい事例も含めて提案を

させていただく。 

 

   参院厚生労働委員会 17回 2014年６月３日 

   相原久美子委員） 日本全国いろいろな地域があります。そんな中で、それが本当にできるん

だろうか、そしてなおかつ、サービスを必要としていらっしゃる方たちが本当にそのサービ

スの保障が担保されるんだろうか、そしてなおかつ、介護保険というよりは、要支援１、２

を甘く見ているんじゃないか、私はそう思います。要支援１、２、まさに今、認知症でも在
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新規開設を許可する際に条件つきで認めるですとか、これに従わない場合の措置として、医

療機関名の公表、各種補助金や融資対象からの除外、地域医療支援病院などの不承認といっ

た措置を決めている。 

   原（徳）政府参考人） 最終的には名前の公表もしますよというようなところを、ある意味で

は、一応、懐に武器を忍ばせている、そういうようなことで、それを実際に使うということ

を想定しているわけではないということで、これは例えでございます。 

   高橋（千）委員） 懐に武器を忍ばせているということで、実はかなり厳しい措置を準備して

いる。今回、公的病院に対しては当然指導することができるわけですけれども、民間病院に

対しても、そういう要請をして、かつペナルティーがついているということで、そうすると、

これはどうやって選ぶんですかというときに、協議の場のあり方ですとか、さまざまな課題

が出てくるんだろう。本当に公正公平に将来必要なものということで見ていけるのかなとい

う疑問はあります。 

   高橋（千）委員） 次に、都道府県に強い権限の話なんですけれども、「開設許可の際に、不

足している医療機能を担うという条件を付けることができることとする。」つまり、これは

逆に言いますと、今こういう分野が必要なんだ、それを担うという条件がなければ開設を許

可しないよという意味です。そうすると、これも都道府県の権限が大変強いんです。ただ、

地方分権一括法で、指定都市への権限移譲が審議中で、この指定都市との関係はどうなるん

でしょうか。 

   田村国務大臣 これは、地方分権一括法の中で、指定都市の要請を受けて、このような形で指

定都市が開設許可というような形で権限を移譲するというような話になっておる。指定都市

が開設許可を行うに際して、事前に都道府県と十分に協議をいただくということで、そのよ

うな規定を設ける予定です。 

 

(３) 介護予防給付の市町村事業への移行と執行体制 

   衆院厚生労働委員会 2014年４月23日 第14回 

   長妻昭委員） 私の理解では、今、要支援に対する予防給付というのは、いわゆるナショナル

ミニマムのような形で、最低限の全国一律でそういうサービスが、国の基準で行われている、

保険者は自治体ですけれども。それにアドオンして、それに上乗せして自治体が、今でもボ

ランティアの方を使ったいろいろなサービスを提供している自治体もある。ナショナルミニ

マムの要支援の部分を給付から外すとなると、これは完全に事業になりますから、ある意味

では自治体にお任せをする、こういう形になって、では、介護におけるいわゆるナショナル

ミニマムというのはどういう考え方なのか。それがどこかに行ってしまうのか。 

   田村厚生労働大臣） より先進的にいろいろなことをやろうとされる自治体は、いろいろな

サービスとともに今のサービスも一定程度は残すんだと思います。一方で、余り乗り気でな

いといいますか、前向きじゃない、そういう自治体に関しては、今までのサービスをそのま

まどおり提供されるということを当分続けられるんだろうと思います。我々は、それは望ん

でおりません。それぞれの自治体でいろいろな多様なサービスをおつくりいただきたいと。 

   長妻委員） これは重要なんですよね。私は、いわゆるナショナルミニマム、この最低限の要

支援に対する給付措置が今なされているというふうに認識しておりますけれども、地方に
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よって全然違ってくると思いますよ、首長さんの考え方で。ですから、非常に楽観的過ぎる

んではないか。中央社会保障推進協議会というところが全国の自治体にアンケートをとりま

したところ、可能だと答える保険者が113保険者。できない、不可能だと答えた方が206保険

者いる。私もいろいろ自治体にお伺いしましたけれども、そんな受け皿はないから、それは

できませんよというふうにおっしゃる自治体もある。 

 

(４) 市町村事業の担い手 ボランティアか専門職か 人材確保 

   衆院厚生労働委員会 2014年４月23日 第14回 

   山井委員） 今まではプロの介護職員のデイサービス、ホームヘルプが権利として受けられて

いたのが、今度は、ＮＰＯやボランティア、そういうものになる可能性もある。ボランティ

アさんに変わったり、自己負担が上がったり、そして回数が減ったり、田村大臣、その可能

性はあるということですね。 

   田村厚生労働大臣） まず、自己負担、これは現行の給付並みということで各自治体にお願い

をさせていただく。要支援者の方々が本当はほかのサービスを受けたいと思っても他にない、

そういう声もある。要支援という方々は、確かにサービスは受けておられます。ただ、要介

護ではないわけでありまして、要支援の方々というのは、言うなれば、ＡＤＬは、日常の行

動に関しましては、ある程度自立されておられるわけですね、身の回りのことは。しかし、

生活行為等々において、これは一定程度障害があられるという状況のもとでありますから、

そういう方々はやはり多様なニーズがあられるわけであります。それはやはり、自治体もし

くは周りのコミュニティーが一番把握をしておるわけであります。そんな中において、多様

なニーズにお応えできる、そういうサービスを提供していただくということが一定の効果を

上げておる、そういう証左のもとにおいて、今般このような提案をさせていただいておる。 

   山井委員） 今回、介護保険にあった要支援サービスを市町村に任せた方がうまくいくという

検証結果は出ていないんですよ。人数は把握していませんと。要支援の人で何人よくなった

か、そんな調査はしていない。予防モデル事業で、普通の介護保険サービスを利用している

人とそうでない人と、どんな差が出ているんですか、要介護度が改善したのか改善していな

いのか、検証結果を教えてくださいと（質問すると）、「現在、作業中です。」（と回答さ

れた） 

     要介護度なり改善したという結果があったから、法改正をするのではないのですか。 

   田村大臣） 必ずしも、多様なサービスが全てプロで、全員でやらなきゃいけないというもの

ではないと思います。多様なサービスをプロが全部やっていたら、これはもう専門職の方が

全国じゅうで足らなくなる。だから、そういうものを今、各地域でいい事例も含めて提案を

させていただく。 

 

   参院厚生労働委員会 17回 2014年６月３日 

   相原久美子委員） 日本全国いろいろな地域があります。そんな中で、それが本当にできるん

だろうか、そしてなおかつ、サービスを必要としていらっしゃる方たちが本当にそのサービ

スの保障が担保されるんだろうか、そしてなおかつ、介護保険というよりは、要支援１、２

を甘く見ているんじゃないか、私はそう思います。要支援１、２、まさに今、認知症でも在
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柔軟に組み合わせて提供する小規模多機能型居宅介護などの在宅サービスの充実に重点的に

取り組んでいきたいと考えております。 

     さらに、心身の状況等に応じて、できる限り住みなれた地域で居住ができるよう、サービ

スつき高齢者向け住宅や有料老人ホームなど、要介護状態になっても住み続けることが可能

な住まいの確保を支援するとともに、低所得、処遇困難な高齢者が入所する軽費老人ホーム

や養護老人ホームの活用等を図るなど、高齢者のニーズに応じた多様な住まいの確保に努め

ていきたいと思っております。 

 

 

 4. 今後の課題 
 

 医療介護総合確保推進法のベースになった国民会議報告書では、医療と介護の制度改革を一体的に

推進する必要があるとして、次のように述べる。 

  「医療から介護へ」、「病院・施設から地域・在宅へ」という流れを本気で進めようとすれば、

医療の見直しと介護の見直しは、文字どおり一体となって行わなければならない。高度急性期から

在宅介護までの一連の流れにおいて、川上に位置する病床の機能分化という政策の展開は、退院患

者の受入れ体制の整備という川下の政策と同時に行われるべきものであり、また、川下に位置する

在宅ケアの普及という政策の展開は、急性増悪時に必須となる短期的な入院病床の確保という川上

の政策と同時に行われるべきものである。 

  今後、認知症高齢者の数が増大するとともに、高齢の単身世帯や夫婦のみ世帯が増加していくこ

とをも踏まえれば、地域で暮らしていくために必要な様々な生活支援サービスや住まいが、家族介

護者を支援しつつ、本人の意向と生活実態に合わせて切れ目なく継続的に提供されることも必要で

あり、地域ごとの医療・介護・予防・生活支援・住まいの継続的で包括的なネットワーク、すなわ

ち地域包括ケアシステムづくりを推進していくことも求められている(２)。 

 

 すなわち医療介護総合確保推進法が求める医療制度ならびに介護制度の一体改革とは、医療を川上、

介護を川下と位置づけ、川上の医療制度においては病床機能を４区分に見直し、患者の早期退院を促

進することで、退院患者の受け皿として、在宅ケアとしての在宅医療・在宅介護を位置づけ、在宅介

護では、その担い手の裾野を広くするため、ボランティアや家族介護を活用としようとするもので

あった。 

 見方を変えると、最大の狙いは、医療費ならびに介護費の抑制にあり、そのために、病床削減と平

均在院日数の短縮をすすめ、病床削減等により増大する退院患者の受け皿として介護保険サービスを

中心とする「地域包括ケアシステム」を位置づけるともに、介護保険サービスそのものも給付抑制を

進め、そこからこぼれ落ちる人のために、家族やボランティアなどによる「互助」や「自助」を活用

するというものといえる。 

 上記の目的を実効性あるものとするため、たとえば病床再編に関しては、都道府県主導で病床の再

編、削減を推進するとし、さらに都道府県の病床計画に病院が従わない場合、医療機関名の公表、各

種補助金や融資対象からの除外などの制裁措置をとるという、都道府県の権限を強化する仕組みも整

                                                                                           

(２) 社会保障制度改革国民会議『社会保障制度改革国民会議報告書』平成25年８月６日、28頁 
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宅にいらっしゃって、要支援の１、２、そのぐらいの方もいらっしゃいます。 

     私は、やっぱり介護の社会化というのはそれが基本だと思う。ここにいらっしゃる方たち、

高齢者の問題だ、そんなこと言っていられないんですよ。私、団塊の世代ですから、75歳に

なったときに本当にサービスを受けないで元気でボランティアができるぐらい頑張りたいな

と思っても、それは個人で制御できる問題ではない。専門的な形でしっかりとケアしてくれ

る方がいるという安心感、これは当人だけの問題ではなくて家族の安心感でもあるわけです。

その意味では、私は専門性というのは非常に大事だと思っております。この専門性をいかに

高めていって、これから予想されるサービスの需要にどのように介護労働者を確保していく

つもりか。 

   国務大臣（田村憲久） 2025年に向かって250万人介護の担い手の皆様方が必要である。100万

人近く介護の世界で御活躍をいただく方を増やさなきゃいけない。 

     やっぱり福祉職というものは全般的に低い。そのような意味では、キャリアパス等々を

しっかり確立する中で、やはりキャリア形成すれば給料上がっていくんだというような、そ

ういうような形もつくっていかなきゃならぬのだというふうに思います。あわせて、勤務環

境、こういう環境も改善していかなきゃならぬのだと思います。処遇改善ということでござ

いますから、介護報酬改定、来年に向かって我々もしっかりと財源確保、これ努力してまい

りたいというふうに思います。 

 

(５) 特別養護老人ホーム入所者の重度者への限定 

   衆院厚生労働委員会 15回 2014年４月25日 

   柚木委員） 特別養護老人ホームで、今回、要介護３以上の方々を優先して受け入れる体制へ

と見直しが図られるということですが、そもそも、３以上にしても余り意味がないじゃない

かというような見方もある。逆に言うと、２以下でも重篤な方が認知症も含めておられて、

入れない、そういう方がさらにふえてくる。つまりは、特養待機高齢者が52万人で、しかも

５年間で10万人もふえている。そういった中で、今回の重点化によって、入りたくても入れ

ない、しかもばらつきもある、そして、場合によっては、介護の利用料負担が１割から２割

になるということであれば、これまでは特養以外のそういった施設やサービスを利用されて

いた方が特養に入りたいという方も出てきて、いわゆる待機高齢者、介護難民がさらに増大

をしていくということが懸念をされる。 

     今後、重点化によって、本当に入りたい、あるいは入らなければ大変だという方々が入れ

なくなってきたときへの対策。今後、施設やサービスの整備をどのようにして進めていくお

考えがあるのか。 

   赤石大臣政務官） 御指摘の特別養護老人ホームにつきましては、限られた資源の中で、より

入所の必要性の高い人が入所しやすくなるよう、重点化を図ることとしております。他方で、

要介護１や２の要介護者であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外で

の生活が著しく困難であると認められる場合には、特例的に特別養護老人ホームへの入所を

認めることが適当であると考えております。 

     また、要介護状態になってもできる限り自宅で生活を継続できるよう、日中、夜間を通じ

て訪問介護と訪問看護を提供する定期巡回・随時対応型サービスや、通い、訪問、泊まりを
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柔軟に組み合わせて提供する小規模多機能型居宅介護などの在宅サービスの充実に重点的に

取り組んでいきたいと考えております。 

     さらに、心身の状況等に応じて、できる限り住みなれた地域で居住ができるよう、サービ

スつき高齢者向け住宅や有料老人ホームなど、要介護状態になっても住み続けることが可能

な住まいの確保を支援するとともに、低所得、処遇困難な高齢者が入所する軽費老人ホーム

や養護老人ホームの活用等を図るなど、高齢者のニーズに応じた多様な住まいの確保に努め

ていきたいと思っております。 

 

 

 4. 今後の課題 
 

 医療介護総合確保推進法のベースになった国民会議報告書では、医療と介護の制度改革を一体的に

推進する必要があるとして、次のように述べる。 

  「医療から介護へ」、「病院・施設から地域・在宅へ」という流れを本気で進めようとすれば、

医療の見直しと介護の見直しは、文字どおり一体となって行わなければならない。高度急性期から

在宅介護までの一連の流れにおいて、川上に位置する病床の機能分化という政策の展開は、退院患

者の受入れ体制の整備という川下の政策と同時に行われるべきものであり、また、川下に位置する

在宅ケアの普及という政策の展開は、急性増悪時に必須となる短期的な入院病床の確保という川上

の政策と同時に行われるべきものである。 

  今後、認知症高齢者の数が増大するとともに、高齢の単身世帯や夫婦のみ世帯が増加していくこ

とをも踏まえれば、地域で暮らしていくために必要な様々な生活支援サービスや住まいが、家族介

護者を支援しつつ、本人の意向と生活実態に合わせて切れ目なく継続的に提供されることも必要で

あり、地域ごとの医療・介護・予防・生活支援・住まいの継続的で包括的なネットワーク、すなわ

ち地域包括ケアシステムづくりを推進していくことも求められている(２)。 

 

 すなわち医療介護総合確保推進法が求める医療制度ならびに介護制度の一体改革とは、医療を川上、

介護を川下と位置づけ、川上の医療制度においては病床機能を４区分に見直し、患者の早期退院を促

進することで、退院患者の受け皿として、在宅ケアとしての在宅医療・在宅介護を位置づけ、在宅介

護では、その担い手の裾野を広くするため、ボランティアや家族介護を活用としようとするもので

あった。 

 見方を変えると、最大の狙いは、医療費ならびに介護費の抑制にあり、そのために、病床削減と平

均在院日数の短縮をすすめ、病床削減等により増大する退院患者の受け皿として介護保険サービスを

中心とする「地域包括ケアシステム」を位置づけるともに、介護保険サービスそのものも給付抑制を

進め、そこからこぼれ落ちる人のために、家族やボランティアなどによる「互助」や「自助」を活用

するというものといえる。 

 上記の目的を実効性あるものとするため、たとえば病床再編に関しては、都道府県主導で病床の再

編、削減を推進するとし、さらに都道府県の病床計画に病院が従わない場合、医療機関名の公表、各

種補助金や融資対象からの除外などの制裁措置をとるという、都道府県の権限を強化する仕組みも整

                                                                                           

(２) 社会保障制度改革国民会議『社会保障制度改革国民会議報告書』平成25年８月６日、28頁 
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資料１ 介護保険法に規定される各種介護サービス事業者の種類と条例への委任規定等 
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備している。その一方で、介護分野については、指定居宅介護支援事業者の指定や指定取消権限を市

町村に移譲することや、予防サービスの一部を市町村の事業にするなど、市町村の役割を拡大するも

のとなっている。 

 すなわち医療介護総合確保推進法は、医療は都道府県、介護は市町村という役割分担を、集権的に

再編したものといえる。 

 たとえば介護分野に関しては、従前の市町村の地域支援事業は介護保険法の適用除外で、市町村の

独自事業と位置づけられていたため、その事業内容等について国からの関与・干渉は受けてこなかっ

たが、予防訪問介護と予防通所介護を新たな地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）に移

行し、費用の４分の１の国費が入ることから、当該事業の実施にあたって、厚生労働省からの関与を

受けることになった。つまり、市町村は、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、

「介護予防・日常生活支援総合事業」を行うものとする（第115条の45第１項）とし、介護予防事業

だけでなく従前の市町村の独自事業までも、厚生労働省令の基準に従って、「厚生労働大臣は、市町

村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針」

（第115条の45の２）に基づき実施しなければならなくなったものである。新たな枠付けといえよう。 

 このほかとりわけ介護分野に関しては、以下のような課題がある。 

 第１に、予防給付を地域支援事業へ移管することについて、地域に新たな支援事業の担い手がいる

のかという問題である。市町村が中心となって、ＮＰＯ、民間企業、協同組合、ボランティア、社会

福祉法人等の生活支援サービスを担う地域の資源を充実・強化し、組織化を図ることが必要となるが、

すでに介護の実施にかかるノウハウを喪失した市町村がこのような事業を短期に実施できるのかとい

う点で、その実現性が危ぶまれている。 

 第２に、全国一律の保険サービスから市町村事業に移すことで、市町村間でサービス内容に大きな

格差が出るおそれがある。市町村の財政が厳しく、ボランティアやＮＰＯ などの受け皿が地域に十

分にない場合、サービス水準が低下しかねない。利用者側からは、生活援助がなくなれば要介護状態

に早期に移る人が増加し、結局は財源負担にはねかえるとの疑問も出ている。 

 第３に、サービス利用手続きについては、改正法では、予防給付を希望する場合は要支援認定を受

け、予防給付と地域支援事業の訪問型・通所型サービス等を組み合わせる。一方、訪問型・通所型

サービスのみを希望する場合は、要支援認定は不要で、基本チェックリストで状態を確認し、サービ

スを受ける。いわば、現行よりも利用のハードルが低くなるため、家政婦代行的に訪問型サービスを

利用するモラルハザードが深刻化するとの指摘もある。 
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指定介護老
人福祉施設 

介護老人保
健施設 

指定介護予
防サービス
事業者 

指定地域密
着型介護予
防サービス
事業者 

指定介護予
防支援事業
者 

地域包括支
援センター

地域支援事
業の指定事
業者 
 
 
 
 
 
 

88条 97条 
115条の４ 

第３項 

115条の14 

第３項 

115条の24 

第３項 
115条の46

115条の45 

の５ 

都道府県 都道府県 都道府県 市町村 市町村 市町村 
 

条例委任な

し 

 

厚生労働省

令の基準に

従い、市町

村長が指定 

 介護支援専

門員・介護

その他の業

務の従業者

並び員数 

従業者に係

る基準及び

当該従業者

の員数 

   

居室の床面

積 

 居室、療養

室、病室の

床面積 

居室の床面

積 

  

るものとして厚生労働省令で定めるもの  

   介護予防小

規模多機能

型 居 宅 介

護・介護予

防認知症対

応型通所介

護事業の利

用定員（３

号） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

   指定地域密

着型介護予

防サービス

の事業（３

を除く。）

に係る利用

定員 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

都道府県 

知  事 

都道府県 

知  事 

都道府県 

知  事 
市町村長 市町村長 

 

 

 

市町村長 

都道府県 

知  事 

都道府県 

知  事 

都道府県 

知  事 
市町村長 市町村長 

 

 

 

市町村長 
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項 目 

指 定 居 宅
サービス以
外 の 居 宅
サービス又
はこれに相
当するサー
ビスを実施
する事業者 

指定居宅介
護支援以外
の居宅介護
支援又はこ
れに相当す
るサービス
を実施する
事業者 

指定介護予
防サービス
以外の介護
予防サービ
ス又はこれ
に相当する
サービスを
実施する事
業者 

指定介護予
防支援以外
の介護予防
支援又はこ
れに相当す
るサービス
を実施する
事業者 

指 定 居 宅
サービス事
業者 

指定地域密
着型サービ
ス事業者 

指定居宅介
護支援事業

 
条 文 

 
42条２項 47条２項 54条２項 59条２項 70条２項 78条の２ 79条 

 
条 例 制 定 
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（備考） 
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居室の床面積  居室、療養

室、病室の

床面積 

居室の床面
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第３項 
115条の46

115条の45 

の５ 
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