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出典 第77回労働政策審議会障害者雇用分科会（2018年8月22日）資料1-2.

日本における障害のある児・者の推計値



精神障害者数の推移

出典 国民衛生の動向 2021/2022年 p124.



看護師 第110回（2021年2月） 午後 81

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（精神保健福祉法）に規定された入院形態で、
精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させ
なければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の
結果が一致した場合に適用されるのはどれか。

1．応急入院

2．措置入院

3．任意入院

4．医療保護入院

5．緊急措置入院



看護師 第109回（2020年2月） 午後 69

医療保護入院で正しいのはどれか。

1．入院の期間は72時間に限られる。

2．患者の家族等の同意で入院させることができる。

3．2人以上の精神保健指定医による診察の結果で入院となる。

4．精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象である。



名称
（精神保健福祉法の条文）

入院の要件 入院先 入院期限 備考

病院の管理者により行われるもの

任意入院
（第20条）

・患者本人の同意 精神科病院 なし 精神保健指定医の判断で72時
間までの退院制限が可能※1

医療保護入院
（第33条）

・1人の精神保健指定医の診察
・家族等※2のうちいずれかの者の同意

精神科病院 なし※1 入院・退院後10日以内に知事
に届出

応急入院
（第33条の7）

・1人の精神保健指定医の診察
・医療及び保護の依頼があり、急を要
するが家族等の同意が得られない場合

都道府県知事の指
定する精神科病院

72時間※1 入院後、直ちに知事に届出
退院後10日以内に知事に届出

都道府県知事により行われるもの

措置入院
（第29条）

・自傷他害のおそれがある
・2人以上の精神保健指定医の診察 国等の設置した精

神科病院もしくは
指定病院

なし 指定医の診察で自傷他害の恐れがない
とされた場合、直ちに退院させなけれ
ばならない

緊急措置入院
（第29条の2）

・自傷他害のおそれが著しい
・1人の精神保健指定医の診察

72時間※1 急を要する場合

※1 都道府県知事が認めた病院では、特定医師の診察により12時間まで退院制限が可能。
※2 配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人または保佐人。家族等がいない場合や、意思表示が得られない場合は市町村長の判断でも可。

精神保健福祉法に基づく入院形態

出典 『公衆衛生がみえる 2016-2017』p259.



入院形態別入院患者数の推移
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出典 国民衛生の動向 2021/2022年 p125.



精神科入院制度

患者さん自身の同意を取得せずに入院が可能な形態もある
（医療保護入院、措置入院…）

参考 黒岩海映（2016）障害者の権利に関する条約第１回日本政府報告を見て. ノーマライゼーション 障害者の福祉号. 

精神疾患により入院が必要な人の治療を保障すると考えることもできるが、
人権という観点からみた問題や、障害の有無による不当な区別ではないか、
という問題提起がなされることもある（例 黒岩, 2016）

（現時点では）少なくとも人権保護の観点から手続きを整備しておくことが不可欠



精神保健指定医

指定要件
• 5年以上の診断または治療に従事
• 3年以上精神障害の診断または治療に従事
• 厚生労働大臣が定める精神障害について、厚生労働大臣が定める程度の診断または治療
に従事

• 所定の研修を修了
• 5年ごとに研修履修の義務

1987年の精神衛生法改正（精神保健法の成立）により創設

人権上適切な配慮を要する精神科医療に当たる医師について、患者の人権にも十
分に配慮した医療を行う必要な資質を備えていることが求められるから



精神医療審査会

審査件数 他の入院形態への移行、退院また
は処遇改善が適当とされた者

入院中の定期報告等（医療保護入院） 84,763 -

入院中の定期報告等（措置入院） 1,583 3
退院請求 2,954 163
処遇改善請求 700 46

精神医療審査会の審査 2019年度

出典：2016年度衛生行政報告例

• 精神保健指定医・法律家・学識経験者から構成される。
• 第三者機関として都道府県ごとに設置。
• 精神科患者の非自発的入院（医療保護入院や措置入院など）の要否についての審査や、
入院患者・保護者などからの退院や処遇改善要求に関する審査を行う。

出典 国民衛生の動向 2021/2022年 p125.



精神医療審査会

審査件数 他の入院形態への移行、退院ま
たは処遇改善が適当とされた者

医療保護入院時の届出 187,413 11
入院中の定期報告等
（医療保護入院）

86,765 9

入院中の定期報告等
（措置入院）

1,774 3

退院請求 2,777 125
処遇改善請求 420 26

精神医療審査会の審査 2016年度

出典：2016年度衛生行政報告例

• 精神保健指定医・法律家・学識経験者から構成される。
• 第三者機関として都道府県ごとに設置。
• 精神科患者の非自発的入院（医療保護入院や措置入院など）の要否についての審査や、
入院患者・保護者などからの退院や処遇改善要求に関する審査を行う。



看護師 第108回（2019年2月） 午前 68

精神医療審査会で審査を行うのはどれか。

1．精神保健指定医の認定

2．入院患者からの退院請求

3．退院後生活環境相談員の選任

4．心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による
処遇の要否



看護師 第109回（2020年2月） 午前 65

平成16年（2004年）に示された精神保健医療福祉の改革ビジョンの内容で正しいのはどれ
か。

1．地域生活支援の強化

2．任意入院制度の新設

3．医療保護入院の明確化

4．精神障害者の定義の見直し
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高額療養費制度

自立支援医療（育成医療、更生医療、精神通院医療）
・・・障害者総合支援法

障害者手帳所持者に対する医療費助成（重度障害者医療費助成）
・・・身体障害者福祉法、療育手帳に関する通知、精神保健福祉法

指定難病の患者に対する医療費助成
・・・難病法、小児慢性特定疾患治療研究事業

障害・難病を有する人の医療費助成



自立支援医療（障害者総合支援法）

育成医療 更生医療 精神通院医療
対象 児童福祉法に規定する障害児

（障害に係る医療を行わないときは将来
障害を残すと認められる疾患がある児童

を含む。）で、
その身体障害を除去、軽減する
手術等の治療によって確実に効
果が期待できるもの

身体障害者福祉法に規定する身
体障害者で、
その障害を除去・軽減する手術
等の治療によって確実に効果が
期待できるもの

精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律に規定する統合失調
症、精神作用物質による急性中
毒、その他の精神疾患（てんか
んを含む。）を有する者で、
通院による精神医療を継続的に
要する病状にあるもの

実施主体 市町村 市町村 都道府県・指定都市

参考 国民衛生の動向 2021/2022年. p122. 及び 厚生労働省. 自立支援医療制度の概要. 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html 2021年12月7日時点



育成医療の例

(1) 視覚障害 白内障、先天性緑内障

(2) 聴覚障害 先天性耳奇形の形成術

(3) 言語障害 口蓋裂等の形成術

唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外
に歯科矯正が必要な者の、歯科矯正

(4) 肢体不自由 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病（骨軟化症）等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢
装着のための切断端形成術など

(5) 内部障害
＜心臓＞ 先天性心疾患の弁口、心室心房中隔に対する手術、後天性心疾患のペースメーカー埋込み手術

＜腎臓＞ 腎臓機能障害の人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

＜肝臓＞ 肝臓機能障害の肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
＜小腸＞ 小腸機能障害の中心静脈栄養法

＜免疫＞ HIVによる免疫機能障の抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
＜その他の先天性内臓障害＞ 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、

停留精巣（睾丸）等における、尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

出典 厚生労働省. 自立支援医療（育成医療）の概要. https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/ikusei.html（2021年12月7日時点）



厚生労働省. 自立支援医療（更生医療）の概要. https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/kousei.html（2021年12月7日時点）

(1) 視覚障害 白内障の水晶体摘出手術、網膜剥離の手術、瞳孔閉鎖の虹彩切除術、
角膜混濁の角膜移植術

(2) 聴覚障害 鼓膜穿孔の穿孔閉鎖術、外耳性難聴の形成術
(3) 言語障害 外傷性又は手術後に生じる発音構語障害の形成術、

唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対す
る手術以外に歯科矯正が必要な者の、歯科矯正

(4) 肢体不自由 関節拘縮、関節硬直の形成術、人工関節置換術等
(5)内部障害
＜心臓＞ 先天性心疾患の弁口、心室心房中隔に対する手術

後天性心疾患のペースメーカー埋込み手術
＜腎臓＞ 腎臓機能障害の人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
＜肝臓＞ 肝臓機能障害の肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
＜小腸＞ 小腸機能障害の中心静脈栄養法
＜免疫＞ HIVによる免疫機能障害の抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

更生医療の例



精神通院医療

対象となる医療

• 精神障害及び当該精神障害に起因して生
じた病態に対して病院又は診療所に入院
しないで行われる医療（通院医療）

• 症状が殆ど消失している患者であっても、
軽快状態を維持し、再発を予防するため
になお通院治療を続ける必要がある場合
も対象

出典 厚生労働省. 自立支援医療（精神通院医療）の概要. https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html（2021年12月7日時点）

対象となる精神疾患

(1) 病状性を含む器質性精神障害 (F0)
(2) 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 (F1)
(3) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 (F2)
(4) 気分障害 (F3)
(5) てんかん (G40)
(6) 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 (F4)
(7) 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 (F5)
(8) 成人の人格及び行動の障害 (F6)
(9) 精神遅滞 (F7)
(10) 心理的発達の障害 (F8)
(11) 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 (F9)

※(1)～(5)は高額治療継続者（いわゆる「重度かつ継続」）の対象疾患



自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み

出典 厚生労働省. 自立支援医療. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/index.html 2021年12月7日時点



自立支援医療（育成医療）の支給状況
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出典 国民衛生の動向 2021/2022年. p122. 表15



自立支援医療（更生医療）の支給状況
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出典 国民衛生の動向 2021/2022年. p122. 表14



障害者手帳制度

画像出典 東京都福祉保健局. https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/sasaeru/shospomanual/knowledge_column05.html



出典 厚生労働省. 障害者手帳. （2020年11月時点での情報）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html

障害者手帳の仕組み



重度障害者医療費助成

横浜市.重度障害者医療費助成. （最終更新日 2021年3月1日）https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryohijosei/judo.html
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12-3. 難病のある方の医療保障
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難病対策の歴史

1972年10月 難病対策要綱を策定
1973年4月 特定疾患治療研究事業に基づく医療費助成を実施（対象疾患は4疾病）

2009年10月 対象疾患は56疾患
2013年12月 第35回難病対策委員会「難病対策の改革に向けた取組について」（報告書）

2014年5月 「難病の患者に対する医療等に関する法律」成立
2014年10月 難病指定（第一次実施分）を告示
2015年1月 「難病の患者に対する医療等に関する法律」施行

110疾病について医療費助成を開始
2015年7月 医療費助成の対象を306疾病へ
2017年4月 同 330疾病へ
2018年4月 同 331疾病へ
2021年7月 同 333疾病へ

2016年10月 難病対策委員会「難病の医療提供体制の在り方について」（報告書）

出典 国民衛生の動向 2021/2022年 p169.



指定難病患者への医療費助成制度・特定医療費

出典 指定難病患者への医療費助成制度. 難病情報センター. https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 2021年12月6日時点



特定医療費の対象

「指定難病」の診断
「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上

出典 病気の解説・診断基準・臨床調査個人票の一覧 五十音別索引. 難病情報センター. https://www.nanbyou.or.jp/entry/5466 2021年12月6日時点



特定医療費の支給認定に必要な書類

出典 指定難病患者への医療費助成制度. 難病情報センター. https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 2021年12月6日時点



特定医療費の自己負担上限額

出典 指定難病患者への医療費助成制度. 難病情報センター. https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 2021年12月6日時点



特定医療費の支給における自己負担の考え方

保険優先：
特定医療費の支給に当たっては医療保険制度、介護保険制度による給付が優先される
できる限り患者の負担額を抑える：
自己負担上限額と医療費の2割で低いほうが窓口での負担額になる

出典 指定難病患者への医療費助成制度. 難病情報センター. https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 2021年12月6日時点



難病指定医について

難病指定医 協力難病指定医

新規申請 ○ ×

更新申請 ○ ○

特定医療費支給認定の申請に必要な診断書の作成

都道府県・指定都市から指定を受ける

出典 指定難病患者への医療費助成制度. 難病情報センター. https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 2021年12月6日時点
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難病の患者に対する医療等に関する法律（2014年成立）

第27条 国は、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる
難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を推進するものとする。

２ 国は、前項に規定する調査及び研究の推進に当たっては、小児慢性特定疾病（児童福
祉法第6条の2に規定する小児慢性特定疾病をいう。）の治療方法その他同法第21条の4第1項に規定
する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究との適切な連携を図るよう留意する
ものとする。

３ 厚生労働大臣は、第1項に規定する調査及び研究の成果を適切な方法により難病の発
病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を行う者、医師、難病の患者及びそ
の家族その他の関係者に対して積極的に提供するものとする。

４ 厚生労働大臣は、前項の規定により第1項に規定する調査及び研究の成果を提供する
に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

2021年12月9日時点 赤字は大久保が付した



国による研究支援 難治性疾患政策研究事業

厚生労働省が実施（2014年度～）
以前から行われてきた研究事業を引き継いだもの
疾患、領域別に研究班が組織されている

出典 難病情報センター.令和3年度 難治性疾患政策研究事業 研究課題一覧表. https://www.nanbyou.or.jp/entry/19899 2021年12月9日時点



国による研究支援 難治性疾患実用化研究事業

AMED 日本医療研究開発機構（2014年度～）

出典 AMED. 難治性疾患実用化研究事業. https://www.amed.go.jp/program/list/11/02/003.html 2021年12月9日時点

疾患の病因、病態の解明だけでなく、
治療の実用化に向けた研究をサポート



国による研究支援

難治性疾患実用化研究事業（AMED 日本医療研究開発機構 2014年度～）
疾患の病因、病態の解明だけでなく、
治療の実用化に向けた研究をサポート

出典 AMED. 令和3年度「難治性疾患実用化研究事業」（2次公募）の採択課題について. https://www.amed.go.jp/koubo/11/02/1102C_00024.html
2021年12月9日時点



orphan drug

希少疾病用医薬品のこと

開発を困難にする条件
・少ない対象者の中から治験の協力者をみつけなければならない
・（場合によっては）無作為化比較試験が難しい
・開発に成功しても、対象者が少ないため、製薬会社にとっては利益が大きくなり
づらい（ブロックバスターになる可能性が低い）

国によるさまざまな支援制度
• 開発のための助成金交付
• 開発費用に対する税制優遇
• 優先審査の適用
• 承認後の優遇措置（再審査期間の延長、独占権の付与など）



希少疾病用医薬品・希少疾病用医療機器・希少疾病用再生医療等製品の指定制度

医薬品医療機器法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律, 1960年成立）
2021年12月9日時点 赤字は大久保が付した

第77条の2 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する医薬品、医療機器又は再生医療等製品につき、
製造販売をしようとする者（本邦に輸出されるものにつき、外国において製造等をする者を含む。次項及び第三項において同じ。）
から申請があつたときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該申請に係る医薬品、医療機器又は再
生医療等製品を希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品として指定すること
ができる。

1 その用途に係る対象者の数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達しないこと。

2 申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品につき、製造販売の承認が与えられるとしたならば、
その用途に関し、特に優れた使用価値を有することとなる物であること。



日米のorphan drug支援状況および開発状況

出典 粟村眞一朗ら. (2020)希少疾病用医薬品（Orphan drug）の開発動向: FDAで承認されたOrphan drugの日本での開発状況の分析. 政策研
ニュース 59: 19-23.



日米のorphan drug支援状況および開発状況

出典 粟村眞一朗ら. (2020)希少疾病用医薬品（Orphan drug）の開発動向: FDAで承認されたOrphan drugの日本での開発状況の分析. 政策研
ニュース 59: 19-23.

新有効成分含有医薬品（New Molecular Entity, NME）



日米のorphan drug支援状況および開発状況

出典 粟村眞一朗ら. (2020)希少疾病用医薬品（Orphan drug）の開発動向: FDAで承認されたOrphan drugの日本での開発状況の分析. 政策研
ニュース 59: 19-23.



日米のorphan drug支援状況および開発状況

出典 粟村眞一朗ら. (2020)希少疾病用医薬品（Orphan drug）の開発動向: FDAで承認されたOrphan drugの日本での開発状況の分析. 政策研
ニュース 59: 19-23.
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