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社会動向レポート

わが国の一般病床数の推移とその背景

社会政策コンサルティング部
　　　研究主幹　仁科　幸一

　わが国が敗戦の混乱から脱したといわれる1955年から2015年までの一般病床数（一般病床
と療養病床）の推移をみると、1980年代までは、実数ベースで5か年あたり15～20万床のペー
スで増加し続けた。この背景には、国民皆保険の実現や患者負担の縮減による医療へのアクセシ
ビリティの改善がある。一方、1990年代以降の減少傾向の背景には医療法に基づく病床規制が
ある。

はじめに

　過去の病床数の動向を振り返り、その背景を
さぐることが本稿の目的である。なお、本稿の
分析の対象とする病床は、一般病床及び療養病
床とし、本稿では一般病床と総称する（1）。

1．�一般病床は1980年代まで�
増加し続けた

　わが国の経済が敗戦の混乱から脱したといわ
れる1955年の一般病床数は、全国で31万床で
あった。その後、1955～60年に15万床（49％）、
1960～65年に18万床（38％）、1965～70年には

図表1　わが国の一般病床数の推移

（資料）医療施設調査・病院報告
※1955年から1970年は沖縄県（本土復帰前）を除く
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20万床（32％）増加している。その結果、1955～
65年の10年間で病床数は65万床と倍増、1955～
70年の15年間で病床数は85万床と3倍弱に増加
した。
　1970～75年の増加は13万床（16％）といったん
ペースが鈍化するも、1975～80年は20万床
（20％）と、実数ベースで1960年代に比肩しうる
増加を示した。以降も、1980～85年は18万床
（15％）、1985～90年は16万床（12％）増加した。
このように、1980年代後半まで5か年ごとに15

万～20万床のペースで一般病床は増加し続けた
のである。
　ところが、1990年以降は、一転して一般病床
数は微減傾向に転じる。1990～95年は1万床の
減（-1％）、1995～00年は3万床の減（-2％）、2000

年～05年は5万床の減（-3％）、2005～10年は6万
床の減（-4％）、2010～15年は4万床の減（-3％）
となっており、そのテンポは徐々に加速してい
る。

2．一般病床数の変化と医療政策

（1）�1980年代までは医療基盤の整備と量的拡
充の時代であった

　平成19年版厚生労働白書（副題：医療構造改
革の目指すもの）では、1985年までを「医療基
盤の整備と量的拡充の時代」、1985年から1994

年までを「医療提供体制の見直しの時代」、（多
少オーバーラップしているが）1992年以降を
「機能分化と患者の視点に立った医療提供体制
の整備の時代」ととらえている。1980年代まで
の病床急増期は文字通り「医療基盤の整備と量
的拡充の時代」だった。

（2）�1960～70年代に医療への経済的アクセシ
ビリティが急速に向上した

　医療サービスへのアクセシビリティに、患者
の経済的負担が大きな影響を与えることはいう
までもない。国民皆保険の確立は大きな転換点
であったが、以降の保険診療における患者負担
の軽減の影響も大きい。
①　国民皆保険の確立
　国民皆保険とは、全国民を何らかの公的医療
保険（健康保険）に加入させる制度をいう。国民
皆保険実現当時の健康保険は、被用者保険と国
民健康保険に大別される。被用者を対象とする
健康保険法の制定は1927年、農林水産業や個人
商店などの自営業者や零細事業所の被用者を対
象とする国民健康保険法の制定は1938年である。
以降、健康保険の加入者は徐々に拡大したが、
1956年度末時点の加入者は人口の約7割にとど
まっていた。
　厚生省は、国民皆保険制度の確立に向け、1958

（資料）「厚生の指標増刊保険と年金の動向2017/2018」厚生労働統計協会などより筆者作成
※上記のほかに、日雇健康保険、福祉制度に位置づけられる生活保護（医療扶助）がある。

図表2　国民皆保険スタート時の健康保険

区分 対象（被保険者） 制度 運営主体（保険者）

被用者保険 被用者とその家族
健康保険

健康保険組合
社会保険庁

共済組合保険 共済組合
船員保険 社会保険庁

国民健康保険 ⃝自営業者とその家族
⃝小規模事業所従業員とその家族

市町村国民健康保険 市町村
組合国民健康保険 国民健康保険組合
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年に市町村に国民健康保険の実施を義務付ける
とともに、療養給付の国庫補助制度を強化する
などの制度改正を行い、1961年に国民皆保険の
実現に至った。しかし、健康保険制度は整備さ
れたものの、山間地域や離島などでは医療施設
の整備が追いつかず、「保険あって医療なし」と
いう状況がみられた（2）。これに対して、医療施
設整備に公的資金が投入され、その整備が進め
られた。

②　患者負担率の低下
　現在、受診時の患者負担率は、加入する健康
保険の種類に関わらず、高齢者以外は原則とし
て3割（3）に統一されているが、かつては制度ご
とに異なっていた。
　1961年の時点で、国民健康保険（国保）では一
律5割負担、被用者保険では本人無料（家族5割）
であった。その後、国保では1963年に世帯主が
3割、1968年には家族（被扶養者）も3割に患者負
担率が引き下げられている。被用者保険につい
ては、1967年に本人ついて定額負担（4）が導入さ
れて患者負担が引き上げられた一方で、家族は

1973年に3割、1981年には入院が2割に引き下げ
られた（外来は従来どおり3割）。また、高額療
養費制度（5）の導入も、医療サービスへの経済的
なアクセシビリティの向上に寄与した。
　以上のように、1960年代から1980年代初頭ま
で、国民健康保険と被用者保険はほぼ一貫して
患者負担率が低下するように改正されてきた。
後述の老人医療無料化以前は、高齢者のほとん
どは国民健康保険または被用者保険の家族とし
て保険給付を受けていたため、特に60年代の家
族の患者負担率の軽減は、高齢者の入院医療需
要に影響を与えたとみられる。

③　老人医療費の無料化（老人医療費支給制度）
　患者負担率縮減の究極の形態が無料化である。
わが国では1973年に高齢者医療費を対象に制度
化された。
　1960年代後半は、物価の高騰や公害問題など、
急速な経済成長に伴う社会的矛盾が顕在化した
時期である。急速な経済成長がもたらす物価や
地価の高騰、公害、交通戦争とも称された交通
事故の増加など、人口が急増した大都市圏を中

（資料）「厚生の指標増刊保険と年金の動向2017/2018」厚生労働統計協会などより筆者作成
※外来の薬剤一部患者負担は省略
※※入院のみ（外来は従来どおり3割）

図表3　国民健康保険と被用者保険の患者負担率の推移

国民健康保険 被用者保険
世帯主 家族 本人 家族

1961年 5割 5割 無料 5割
1963年 3割 〃 〃 〃
1967年 〃 〃 定額負担 〃
1968年 〃 3割 〃 〃
1973年 〃 〃 〃 3割
1981年 〃 〃 〃 2割※※

1984年 〃 〃 1割 〃
1997年 〃 〃 2割 〃
2003年 〃 〃 3割 3割
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心に、さまざまな社会問題が顕在化した。一方、
中山間地域や離島地域では、若年層の人口流出
によって農林水産漁業などの地域産業の継続が
困難になるとともに、独居・高齢者のみ世帯が
増加するといった現象が広がった。
　医療に関しては、大都市周辺部では急激な人
口移動に医療施設の整備が追いつかず、夜間の
救急を中心に「医療砂漠」とまでいわれる状況
が生じていた。一方、中山間地域や離島地域で
は、従来では多世代世帯が担っていた高齢者の
保護機能が低下し、これが医療施設での社会的
入院（6）に結びつき始めていた。
　こうした社会状況を背景として、大都市圏で
はいわゆる革新知事・市長が相次いで誕生し、
国政の場でも保革伯仲の状況が生じた。このよ
うな中で、老人医療費の無料化が導入された。
　老人医療費の無料化とは、高齢者について受
診時の自己負担を全額無料ないし一定割合を補

助するというものである。この政策は地方自治
体によって先行して実施された。図表4に示す
ように、1971年8月時点で完全無料化を実現し
た都道府県・政令指定都市は4都県2政令指定都
市であり、必ずしも多数派とはいえない。その
他の道府県・政令指定都市では、補助水準、対
象者の年齢要件や所得要件は多様であったが、
地方の判断と財源負担によって実施されたこと
の政治的インパクトは大きかった。
　このような動向に時の政権与党は危機感を募
らせ、急速に高齢者医療費の無料化に舵を切り、
1973年1月から老人医療費支給制度の給付がス
タートした。老人医療費支給制度は、老人福祉
施策の一環として、70歳以上（7）の国保被保険者
と被用者保険の家族を対象に健康保険の患者負
担の全額を給付するもので、国が2/3、都道府県
と市町村がそれぞれ1/6の費用を負担した。
　老人医療費の無料化が実施された背景として

図表4　都道府県・政令指定都市の高齢者医療費補助制度（1971年8月時点）

1971年8月に既に実施 1971年度中に実施予定
開始 県・市名 財源負担 備考 北海道

岩手県

宮城県

山形県

福島県

群馬県

茨城県

栃木県

富山県

岐阜県

愛知県

三重県

大阪府

兵庫県

鳥取県

島根県

広島県

徳島県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

大分県

宮崎県

1967年度 横浜市 横浜市 自己負担額全額
1969年度 秋田県 県・市町村 定額超過分補助
1969年度 神奈川県 県・市町村 国保給付率引き上げの所要額
1969年度 東京都 東京都 自己負担額全額
1970年度 石川県 県・市町村 国保 :自己負担額の2/3

1970年度 京都府 府・市町村 国保 :自己負担額全額
被用者保険 :自己負担額の6/10

1970年度 奈良県 県・市町村 自己負担額の2/3

1970年度 大阪市 大阪市 外来のみ自己負担額全額
1970年度 神戸市 神戸市 自己負担額全額
1971年度 埼玉県 県・市町村 自己負担額全額
1971年度 千葉県 県・市町村 国保給付率引き上げの所要額
1971年度 新潟県 県・市町村 自己負担額全額
1971年度 山梨県 県・市町村 自己負担額全額
1971年度 長野県 県・市町村 外来のみ自己負担額全額

（資料）近藤文二「老人福祉対策の方向」（生命保険文化研究所報）（1971年12月）より作成
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見逃してはならないことが2点ある。
　第1は、当時の高齢者の経済環境である。1961

年の国民年金制度のスタート時点で50歳以上（8）

であって所得が基準を下回る者については、70

歳から、救済措置として老齢福祉年金が給付さ
れた。その給付額は1961年時点で月額1,000円（9）

であった。当時は、現在の高齢者とは比較にな
らないほど年金所得額が低く、経済的自立の困
難な高齢者が多く存在していた。
　第2は、高齢者人口が現在に比べて少なかっ
たことである。70歳以上人口は、老人医療費支
給制度がスタートして2年後の1975年時点では
542万人（対総人口比4.8％）であったが、2015年
には2,382万人（18.7％）に達している。老人医療
費の無料化は、当時の高齢者人口であればこそ
可能だった政策選択であった。
　ともあれ、老人医療費の無料化によって、高
齢者の医療サービスへの経済的なアクセシビリ
ティは飛躍的に高まった。しかしこれによって、
外来にあっては医療機関の高齢者のサロン化（10）、
入院にあっては社会的入院の増加を招来した。
その結果、1981年度には老人医療費は1973年度
のおよそ5倍に膨張した。
　老人医療費無料化がスタートした1973年の10

月、第4次中東戦争に端を発する第一次石油危
機が発生した。わが国はきびしい不況に見舞わ
れ、1975年度以降、赤字国債の発行が常態化し
た。こうした状況の中で、財政制約から老人医
療無料化の見直しは喫緊の課題となったが、保
革伯仲の国会情勢下でこれを実現することは容
易ではなかった。

④ 　老人保健制度の創設により高齢者の経済的
アクセシビリティは減速した

　1980年の総選挙で与党が安定多数を確保した
政治情勢を背景に、1983年2月にスタートした
のが老人保健制度である。これは、高齢者の健

康増進と医療給付を総合的に推進することを目
的としたものであり、患者負担については定額
負担が導入された。患者負担額はその後数次に
わたって引き上げられ、2002年10月に定率負担
制（1割）（11）となった。
　老人保健制度の創設によって老人医療費無料
化政策は終焉をむかえたが、制度スタート時点
の患者負担額は、外来1ヶ月400円・入院1日300

円というものだった。この負担額をどう受け止
めるかは議論が分かれるところであるが、老人
医療費無料化以前である1972年当時の家族負担
率（国保3割、被用者保険5割）と比較して低い水
準にとどめられたといえる。

（3�）病床数の直接的な規制が大きな転機をもた
らした

　一般病床の増加が続いた結果、1970年代中盤
ごろには病床数の充足感の強い地域が多くなり、
医療機関間の過当競争が懸念され始めた。また、
このころ高額な画像診断機器が登場し普及し始
めたが、診療報酬が出来高払い制（12）をとってい
たこともあいまって、過剰投資による医療施設
経営の不安定化とこれを打開するための過剰診
療の傾向が懸念され始めた。
　このような背景から、1985年の医療法の改正
によって導入されたのが都道府県医療計画であ
り、この計画で必要病床数（基準病床数（13））が策
定されることになった（14）。それ以前も公的医療
機関の病床には都道府県知事による規制が存在
していたが、営業の自由や独占禁止法との関係
から民間病院はその対象外とされていた。
　必要病床数を上回る増床に対して、都道府県
知事が医療施設に勧告することができるとされ
たが、増床を排除する法的な強制力をもつもの
ではなかった。しかし、勧告を受けた医療施設
（病床）は保険医療機関の指定を受けられないこ
とから（15）、必要病床数を上回る増床は排除され
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ることになった。
　都道府県医療計画は1988年度中に各都道府
県で策定されたが、こうした動向を見越した医
療施設では、必要病床数策定前までに増床を申
請する動きが活発化した。これが世にいう駆け
込み増床である。

（4）一般病床の推移と医療政策
①　医療政策と病床増加の関係
　一般病床の増加は、医療施設の新設か、既存
の医療施設の増改築によって実現する。いずれ
にしても医療機関にとって大規模な投資であり、
集患の見通し、医師、看護師などのスタッフの
確保、資金ショートに見舞われることなく債務
を償還することができる見通しがなければ実行
には踏み切れない。
　ところが、患者の経済的アクセシビリティ改
善政策が、自院の集患にどのような影響を与え
るかを個々の経営者が定量的に予測することは
難しい。また、こういった政策が定着し、個人
の受診行動が変化するまでには一定の時間を要
する。さらに、施設経営者が増床を決断し、具
体的に資金を調達し、施設の増改築が完了後に
都道府県に増床を申請し、検査後に許可を得て
増床が現実のものとなるにも一定の期間が必要
である。このような事情から、医療政策が増床
に結びつくまでのタイムラグが生じる。これに
対して、医療計画に基づく病床数の規制は、行
政当局がもつ権限の発動であるため、直ちに効
力を発揮する。
　こうしたことを踏まえながら、一般病床の動
向と政策を重ね合わせてみよう。

② 　増床の背景には医療サービスへのアクセシ
ビリティ向上政策がある

　まず、国民皆保険実現の影響をみよう。一般
病床の増加は、率でみると1955～60年が最も顕

著である。前述のように1956年度末の健康保険
加入者率が約7割でありそのわずか5年後にこれ
がほぼ10割の水準に向上したことから、この時
期の一般病床の増加は国民皆保険の影響が大き
いとみていいだろう。また、国民の受療行動の
変化が徐々に進展したであろうことを勘案すれ
ば、その影響は60年代前半にまで及んだものと
考えられる。
　次に患者負担の縮減をみてみよう。入院・外
来のいずれについても受療率の高い高齢者の受
療行動の影響が大きいため、1968年の国保家族
の負担率の改定（5割→3割）と、1973年の老人医
療費の無料化が特に注目される。
　国保家族の負担率の縮減（1968年）があった
1960年代後半が、実数でみると最も一般病床の
増加が多い。この影響は1970年代にも及ぶもの
と考えられるところであるが、実際には老人医
療費無料化がスタートした1970～75年は一般病
床数の増加は鈍化している（16）。しかし、1975～
80年は20万床、1980～85年は18万床と、1960

年代並の増床となっている。こうしたことから、
数年のタイムラグを経て、老人医療費無料化は
増床に一定の影響を与えたとみられる。
　なお、1983年に老人保健制度により患者の定
額負担が導入されたが、その強化は段階的に進
められたため、この時点の影響は限定的であっ
たとみられる。

③ 　病床規制は病床増加トレンドを一変させた
　病床規制を盛り込んだ医療法改正が1985年、
都道府県医療計画の策定によって規制がスター
トしたのは1989年度からである。この結果、す
でにみたように、1990年以降、病床は減少傾向
に転じ、現在に至っている。病床規制は伝家の
宝刀ともいうべき効果を発揮したのである。
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（5）病床規制と駆け込み増床
　2007年版厚生労働白書では、「制度施行前の
いわゆる「駆け込み増床」を最後に、病院病床
数の伸びに歯止めがかかることになった」とし
ている。このような記載からも、病床規制を目
前にした医療施設経営者が増床に踏み切ったと
いう認識が、医療関係者の常識となっているこ
とがうかがえる。
　しかし、駆け込み増床の前後の一般病床の増
床の動向をみると、1980～85年は18万床、1985

～90年は16万床、1980年代の累積で34万床と、
70年代の累積（33万床）とほぼ同等の増加である。
つまり、実数でみて、60年代、70年代と比べて
1980年代後半に顕著に病床が増加したとはいい
にくい。規制を見越してこの時期に増床を図っ
た医療施設が存在したことを否定はしないが、
老人医療費無料化を含めた医療へのアクセシビ
リティ向上策を背景とする増床トレンドが継続

したものと解釈する方が自然ではないかと筆者
は考える（17）。

まとめ

　これまでみてきたように、1980年代までの一
般病床の増加の背景には、医療サービスへのア
クセシビリティの向上を図る政策が影響を与え
てきた。一方、高齢化が進む中で、医療にかか
る財政制約は今後も厳しいものがある。
　現下、全国で検討が進められている地域包括
ケアシステムの確立によって医療提供体制がど
のように変容するのか、また、これまで積み上
げられてきた医療サービスへの経済的アクセシ
ビリティがどのような変容を迫られるのか。今
後の医療政策は、これまでにも増して、国民の
納得が得られるような、財政制約と経済的アク
セシビリティの調和が求められていることはい
うまでもない。

図表5　一般病床数の増加（対5年前比）と医療政策
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17地域別、医療施設開設者別の推移などの詳細な分析を通じた検証が必要である。 
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わが国の一般病床数の推移とその背景�

注
（1） 1992年の医療法改正以前は、一般病床と療養病床

を区分しておらず、医療施設調査でも「その他の病
床」として一括されていた。本稿では時系列的な整
合性を確保するために、それ以降についても一般病
床と療養病床を合算して「一般病床」として取り
扱っている。

（2） 鹿児島県の離島の一部町村では、医療施設の整備の
見通しが立たないため、特例的に1974年度まで町
村による国保の実施が見送られた。

（3） 生活保護の医療扶助には患者負担はなく、70～74
歳の高齢者は2割、75歳以上の高齢者は1割である。

（4） 入院：30円／日、外来：初診時100円＋10円／1剤・
日。

（5） 同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になっ
た場合、一定の金額を超えた分が払い戻される制
度。被用者保険は1973年、国保は1975年から導入
された。

（6） 入院医療は常時の医学的管理下での治療を要する
患者を対象にすべきものであるが、社会的入院と
は、患者の社会的事情で入院が継続されるもの。入
院医療の完全無料化によってこうした事情を抱えた
患者が病院に流れ込んだ。

（7） ねたきり老人については65歳以上。
（8） 1911年（明治44年）4月1日以前生まれの者は保険料

の納付の有無に関わらず、1911年（明治44年）4月
2日から1916年（大正5年）4月1日までに生まれた者
は保険料納付状況により支給されるという救済措
置。一定以上の所得のある者は対象外または支給額
が減額される。

（9） 消費者物価指数で現在の通貨価値に換算すると約5
千円に相当。なお、2017年の給付額は月額33,275
円、全額受給者は2015年度末で366人に減少してい
る。

（10） 高齢者の受診が増加し、病院や診療所の待合室が地
域の高齢者のサロンのようになったことを揶揄した
表現。当時の漫談に「今日は◯◯さんは病院へ来て
へんけど、どないしたんやろ、病気になったんと
ちゃうか」というものがあったことを筆者は記憶し
ている。

（11） 上限額が設定されており、外来は月額3,000円（200
床以上の病院は5,000円）、入院は月額37,200円（市
町村民税非課税世帯は24,600円、老齢福祉年金受給
者は15,000円）。

（12） 医師が常に最適な診療行為を選択することを前提
に、診療行為ごとに細かに診療報酬が設定され、実
際に行われた診療行為に基づいて報酬を請求するこ
とができる支払い制度。

（13） 1997年の医療法改正で、必要病床は基準病床に名
称が変更された。なお、地域医療構想では将来の人
口変化を踏まえているということで必要病床という
名称が使われているが、算定方法は異なるものであ

る。
（14） 精神病床、結核病床、らい病床（現在は精神病床・

感染症病床・結核病床）は都道府県単位、その他の
病床（現在は療養病床、一般病床）は二次医療圏（住
民の生活圏や交通体系などを勘案して都道府県が
設定する圏域）単位に策定される。

（15） 1987年9月の保険局長通知でこのことが明示された。
現在は健康保険法第65条3項に規定されている。

（16） 1970年代前半はドルショック、石油危機といった
戦後史に残る経済的混迷期にあたる。増床のペース
が鈍化した背景として、この時期に建築資材や工賃
が高騰したために施主が工事発注を躊躇したこと、
さらに不穏な経済情勢の下で経営者の投資マインド
が冷え込んだことが考えられる。

（17） 地域別、医療施設開設者別の推移などの詳細な分析
を通じた検証が必要である。


