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1.受験アドバイス 

3 月もまもなく終わり、4 月の声が聞こえます。花粉で苦しんでいる私も、やっとマスクか

ら解放されそうです。 

今、全クラスに「点数を取る勉強に切り替えよう」と、大きな掛け声を出しています。昨

日の日曜日「合格クラス」は社会保険一般常識でした。国保、高齢者医療、介護保険と気

合の入った 2 コマでしたが、皆さんの「どう勉強すればいいのか？？」の気持ちで満ちた

教室でした。まだまだ、これからです。次回しっかりとまとめます。 

中上級は年金の真ん中です。国年、厚年の共通項は障害と保険料です。科目の横断は、過

去問で行いましょう。テキストをじっくり読んで、理解よりも実戦です。 

点数にこだわりながら、勉強してください。まもなく、１２３が仕上がります。毎回、昨

年よりも良い教材の作成を心がけています。既に完成した「100 の法則」は、皆さんの勉強

の方向性を変えます。 

試験まであと約５月です。のんびりは出来ません。 

 

■全受講生 

4 月末からの連休に該当している方はここが一つの山です。 

1.毎日自分で決めたスケジュ－ルで過去問を解く。 

2.そろそろ数字の暗記に入る。 

3.横断学習をする。 

 

・解くことで考える 

まずは解く → 落としどころは → 設問の癖 → 練習で力がつく 

 

① 問題集等は頭の体操    クイズ感覚で最初は解く 

② 答えを導くプロセスは   感で正解は役に立たない 

③ 間違えてショック     本番では生きている 

④ なんども間違える    本番での黄色信号 

 

【受験アドバイス】 

①まずは過去問題集です。 

テキストを読んで理解しても、角度を変えた問題に遭うとトホホとなる。 

これが理解する過程です。なるほど！といえる設問は金星です。 
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②難問・応用問題 

解けなくても、あまり気にする必要はありません。ただし、本試験では飛ばすような問題も

今の時期は解いてみましょう。受験生が受験勉強にはまるのがこの超難問です。内容を深く

理解するのに相当な時間が必要です。短期合格を目指す場合は、この手の問題は、ほどほど

の学習内容で切り上げましょう。 

 

2.医療保険の知識・・医療構造改革の基本的考え方 

少し古い内容ですが当時の厚生労働省資料を使い医療改革の考え方を記載します。膨大な

資料のため、修正、削除しながら要点のみ、まとめます。 

皆さんは数年前に「骨太の方針」という言葉を耳にしていると思います。具体的には、2001

年 6 月に答申された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」に際して、当時の総理

大臣が、聖域なき構造改革とともにキャッチフレーズ的に使用し、一般国民に浸透させた

言葉ですね。 

その中の第 4 弾にあるのが「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2004」（基本方針

2004）です。そして、その 4 弾に出てきたのが社会保障制度見直し開始です。当時の考え

方で現在も法改正は進んでいます。歴史を学ぶと今が理解できます。 

★医療構造改革の基本的考え方（当時の厚生労働省資料引用一部修正削除している） 

この「医療制度改革大綱」においては、「安心・信頼の医療の確保と予防の重視」、「医

療費適正化の総合的な推進」、「超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系の実現」

という基本的考え方が示され、特に、「医療費適正化の総合的な推進」の中では、医療給

付費の伸びについて、その実績を検証する際の目安となる指標を策定し、実績を突き合わ

せることにより、医療費適正化方策の効果を検証し、その検証結果を将来に向けた施策の

見直しに反映させることとされた。国の責任の下、国及び都道府県等が協力し、生活習慣

病対策や長期入院の是正などの計画的な医療費適正化に取り組むこととされた。 

※今でも長期入院の問題は解決していません。 

■社会保障審議会医療保険部会での検討 

2003（平成 15）年３月に「健康保険法等の一部を改正する法律附則第２条第２項の規定に

基づく基本方針」が閣議決定され、その中で、「医療保険制度体系に関する改革について

は、平成 20年度に向けて実現を目指す。（中略）法律改正を伴うものについては、概ね２

年後を目途に順次制度改正に着手する」こととされたことを受け、厚生労働省は、同年７

月に社会保障審議会医療保険部会を立ち上げ、検討を開始した。 

※当時の国の大きな動きです。 

■医療制度改革大綱（資料内容一部削除している） 

医療費は日本の経済、財政に与える影響が大きいため、経済財政諮問会議においても重要

な検討課題として取り上げられた。厚生労働省は、医療給付費は高齢化に加え、技術進歩
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等による増大が見込まれるところであり、国民にとって安心できる医療を確保する観点か

らは、医療費適正化のためには、都道府県ごとに医療費の水準に大きな格差があることか

ら、生活習慣病対策の推進や平均在院日数の短縮といった点を重視し、都道府県単位で医

療費適正化に取り組むことが適切であると主張した。こうした議論も踏まえ、2005（平成

17）年 12月に政府・与党医療改革協議会で「医療制度改革大綱」が取りまとめられた。 

※この大綱が今でも基本となっています。 

■医療構造改革関連法案の成立 

「医療制度改革大綱」を受け、政府は、2006（平成 18）年の通常国会に医療構造改革関連

法案を提出し、同年６月に可決成立した。この医療構造改革は、医療にとどまらず、健康、

介護等の関連施策にまたがる今までにない大規模な改革であり、その施行も数年かけて段

階的に実施することとしている。 

■医療構造改革推進本部総合企画調整部会の取りまとめ 

戦後は、病院の量的確保が課題。国民皆保険、フリーアクセス、自由開業制と相まって、

経済成長もあり、医療機関数は増大。昭和 48 年の老人医療費無料化政策を契機に、家庭で

の介護が困難な高齢者の受け皿としての病院・病床が増大。昭和 60 年の医療法改正で病床

規制制度導入。平成 4 年以来三次の医療法改正で、機能分化を図るための病院類型等の創

設等患者の視点に立った見直し等。平成 12 年度から介護保険制。介護基盤の整備を踏まえ、

平成 23 年度末をもって、介護療養型医療施設の類型廃止。 

※国民皆保険の方向性が示されました。 

★経緯 

1．病院について（当時の内容です） 

諸外国に比べ、人口当たりの病床数が多く、病床当たりの従事者が少なく、平均在院日数

は短縮傾向にあるが長い。病床の半数以上（90 万床超）が一般病床。200 床未満の中小病

院が、病院全体の 7 割を占める。各病院が担う医療機能を明確化する仕組みとはなってい

ない。診療所を含めた入院と外来の機能分化がされておらず、拠点となる急性期病院の外

来に患者が集中している。 

2．診療所について 

時間外診療や休日・夜間診療を行っている診療所数・診療件数は減少傾向にある。往診・

訪問診療を実施する診療所割合は低下している。 

3．医療従事者について 

医師数は全国的には毎年増加しているが、地域格差がある。大学の医局による医師の供給

調整機能が低下し、小規模な公立病院を中心に、医師の確保が困難となるケースが生じて

いる。 

4．関係機関の連携 

医療・介護の連携による地域でのケア体制の構築を、在宅医療の中心たるかかりつけの医

師や国保の直診施設が中心となって取り組んでいる地域もあるが、その推進には課題も残
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されている。 

5．後期高齢者の生活を支える体制 

2030 年には、後期高齢者数は現在の 2 倍近くに増加。特に都市部における体制確保が課題

となる。現在は年間死亡者 110 万人のうち病院等で 8 割以上が亡くなっており、在宅での

死亡は 1割余り。2040年には、年間 166 万人が亡くなる見通しである。今後、高齢者の一

人暮らし世帯が急速に増加する。認知症高齢者も急増する。 

※当時の内容ですが現実化していませんか？ 

■医療・介護サービスの質向上・効率化プログラムの策定 

厚生労働省は、安全・安心で質の高いサービスを安定的に提供する持続可能な制度を構築

するため、2007（平成 19）年５月 15日に「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラ

ム」を策定した。これは、「日本経済の進路と戦略」（2007年１月 25日閣議決定）におい

て、「医療・介護サービスについては、サービスの質の維持向上を図りつつ、効率化等に

より供給コストを低減させていくための総合的な取組を計画的に推進する」こととされて

いること等を踏まえて策定したものである。同プログラムは、目標期間を 2008（平成 20）

年度から 2012（平成 24）年度までの５年間を基本とし、先般の医療構造改革関連法の施行

を含め、可能な限り定量的な指標・目標とそれを達成するための政策手段について、具体

的な取組みを盛り込んでいる。なお、同プログラムの推進は、「経済財政改革の基本方針

2007」（2007年６月 19日閣議決定）においても明記されているところである。以下の５つ

の視点から、医療構造改革の具体的施策がポイントになる。 

① 予防の重視 ～働き方を含め生活を見直す～ 

② 生涯を通じて国民の安心を保障する医療の推進 

③ 保険基盤の安定化と保険者機能の発揮による医療費適正化 

④ 保健医療分野の情報化の推進 

⑤ 都道府県が描く保健医療の将来ビジョン 

（特定健診・保健指導の保険者への義務づけ） 

生活習慣病は、国民医療費の約３割、死亡数割合では約６割を占めており、より効果的な

健診やその結果を踏まえた保健指導が求められていた。内臓脂肪を減少させることで個々

の諸病態の改善や発症リスクの低減が図られるというメタボリックシンドロームの概念が

登場したことを踏まえ、先般の医療構造改革の一環として成立した高齢者の医療の確保に

関する法律により、2008（平成 20）年４月から保険者（国民健康保険・被用者保険）に対

して、40 歳以上の加入者（被保険者・被扶養者）を対象とする、内臓脂肪型肥満に着目し

た健康診査及び特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導

（特定保健指導）の実施が義務づけられた。 

■療養病床の再編成（再編成の趣旨・規模とスケジュール） 

主として長期にわたる療養を必要とする患者が入院する療養病床については、医療保険が

適用される医療療養病床と介護保険が適用される介護療養病床があるが、いずれにしても
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慢性期入院医療実態調査（2005（平成 17）年度）で、医師による指示の変更がほとんど必

要のない方も利用していた実態が明らかとなった。 

このような実態を踏まえ、先般の医療構造改革では 

①高齢者の状態に即した適切な医療・介護サービスの提供 

②医療保険や介護保険の財源の有効かつ効率的な使用 

③医師・看護職員など専門能力を有する貴重な人材の有効かつ効率的な活用という視点 

に立ち、療養病床の再編成に取り組んでいる。 

（都道府県の実情に応じた計画的整備）→これが現在国保に出てきます。 

療養病床の再編成に当たっては、地域によって、療養病床や介護保険施設等の整備状況や

高齢化の進行状況が異なることから、各地域の実情に応じて行っていくことが必要である。 

このため、各都道府県において、「地域ケア体制整備構想」を 2007（平成 19）年秋頃を目

途に策定し、高齢者を地域において支える地域ケア体制の整備を図りつつ、療養病床の再

編成を計画的に進めていくこととしている。 

（円滑な再編成を推進するための取組み） 

療養病床の再編成については 

①転換先の施設の基準を満たすことが難しい 

②医療機関と老人保健施設を併設する場合、設備の共用が限られる 

③転換後の経営の見通しが不透明である 

④転換に伴う施設の改修等に費用がかかる 

⑤地域によっては介護保険事業（支援）計画の整備枠がなく転換が進まない等 

の問題が指摘されていることから、医療療養病床、介護療養病床から老人保健施設等への

転換を円滑に進めることができるよう、各般の転換支援措置を講じ、地域の特性に応じた

計画的な転換を進めていくこととしている。 

具体的には、2007（平成 19）年３月に当面の支援策として 

①施設基準の緩和 

②医療機関と老人保健施設が併設する場合の設備基準の緩和 

③転換後の経営モデルの提示 

④医療法人経営の選択肢の拡大 

⑤転換時の改修等に関する特別償却制度（法人税）の創設 

⑥福祉医療機構の融資条件の優遇 

⑦第３期介護保険事業（支援）計画における定員枠の弾力化等の施策を講じるとともに、

今後も引き続き必要な支援措置を行い円滑な転換を図ることとしている。 

■ 新たな高齢者医療制度の創設＜当時の現行（老人保健法）＞ 

 ＜高齢者の医療の確保に関する法律＞ 

○75 歳以上の後期高齢者については、その心身の特性や生活実態等を踏まえ、2008（平成

20）年度に独立した医療制度を創設する。 
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○あわせて、65 歳から 74 歳の前期高齢者については、退職者が国民健康保険に大量に加入

し、保険者間で医療費の負担に不均衡が生じていることから、これを調整する制度を創

設する。 

○現行の退職者医療制度は廃止する。ただし、現行制度からの円滑な移行を図るため、2014

（平成 26）年度までの間における 65 歳未満の退職者を対象として現行の退職者医療制度を 

存続させる経過措置を講ずる。 

（経過措置） 

高齢者の保険料と支え手である現役世代の負担の明確化を図るとともに、都道府県単位で

すべての市町村が加入する広域連合を運営主体とすることにより、財政運営の責任の明確

化を図ることとした。 

また、65 歳から 74 歳の前期高齢者については、被用者が退職後は市町村国保に加入するこ

ととなり、保険者間で医療費の負担に不均衡が生じていることから、これを調整する制度

を創設することとした。 

（後期高齢者医療制度の創設） 

75 歳以上の後期高齢者医療については、2008（平成 20）年度から都道府県単位で全市町村

が加入する広域連合が運営主体となることにより、都道府県単位で保険料を決定する仕組

みとなった。→連合という概念が示されました。 

（前期高齢者の財政調整制度） 

65 歳から 74 歳までの前期高齢者については、退職を契機に市町村国保に加入する者が多く、 

当該年齢層の約８割が市町村国保に加入しており、被用者保険との間で高齢者割合の偏在

が生じている。現在、原則 20 年以上被用者年金に加入していた退職者を被用者保険が支え

る制度として退職者医療制度があるが、雇用の流動化などを背景に被用者年金の加入期間

が短い者も多く、社会実態に合わなくなっていた。このため、これを廃止することとし、

被用者保険と市町村国保の負担の公平及び医療保険制度の安定を確保する観点から、新た

に保険者間で財政調整を行う制度を創設することとした。 

■医療制度改革大綱の方向性 

政府管掌健康保険（政管健保→現在は協会健保）、健康保険組合（健保組合）、国民健康

保険（市町村国保）といった枠組みの中で、全体として、3,500 近くの保険者が分立し、そ

れぞれ被保険者数や年齢構成、所得に格差があり、財政・事業運営に様々な課題を抱えて

いた。 

このため、2005（平成 17）年 12 月、政府・与党医療改革協議会において取りまとめられ

た「医療制度改革大綱」においては 

①保険者として安定的な運営ができる規模が必要であること 

②各都道府県において医療計画が策定されていること 

③医療サービスはおおむね都道府県の中で提供されている実態がある 

ことを考慮し、都道府県単位を軸として保険者の再編・統合を進め、保険財政の基盤の安
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定化を図ることとされた。同大綱を踏まえ、先般の医療構造改革においては、約 3,500 に

分立している医療保険制度の保険者の規模の適正化や財政の安定を確保するとともに、保

険料が地域の医療の水準に見合ったものとなるよう、都道府県を軸として再編・統合を行

うことを基本的な方向として、以下の改正が行われた。 

（政管健保） 

政管健保は、約 3,600 万人の加入者を有する全国一本の最大の保険者である。保険料率も

全国一律であることから、地域における取組みや努力によって医療費が低くなってもそれ

が保険料率に反映されないという問題がかねてから指摘されてきた。 

そこで、自主自律の運営による保険者機能の強化や、地域の実情を踏まえた取組みの推進

を図るため、2008（平成 20）年 10 月に国とは切り離された全国単位の公法人である全国

健康保険協会を新たな保険者として設立し、都道府県単位の財政運営を基本とすることと

した。なお、適用・徴収業務については、厚生年金保険と一体的に年金運営主体において

行うこととしている。 

（健保組合） 

近年、被保険者数の減少等に伴う規模の縮小や財政の窮迫のために、安定した保険運営が

困難な健保組合が見られる。そこで、健保組合の安定的な保険運営のため、同一都道府県

内における健保組合の再編・統合の受け皿として、企業や業種を超えた都道府県を単位と

した地域型健保組合の設立を認めることとし、最長６年間、統合前の健保組合ごとに別建

ての保険料率を設定することを認める等の規制緩和を行った。 

（市町村国保） 

市町村国保は、加入者の高齢化の進行、無職者や低所得者の増加等により、財政基盤が脆

弱な保険者が多数存在している。 

そこで、保険財政の安定化と市町村国保間の保険料平準化を促進する観点から、都道府県

単位での保険運営を推進する。都道府県単位を軸とする医療保険者の再編・統合。 

○国とは切り離した全国単位の公法人を保険者として設立。 

○都道府県単位の財政運営を基本とし、都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率

を設定する。 

○都道府県単位での市町村国保の保険料の平準化や財政の安定化を図るため、保険財政共

同安定化事業を実施する。 

○高額医療費共同事業や保険者支援制度等の、市町村国保の財政基盤強化策を継続する。 

○小規模保険者の保険運営の広域化を図るため、都道府県が積極的な役割を果たす。 

○同一都道府県内の健保組合の再編・統合の受け皿として、企業・業種を超えた地域型健

保組合の設立を認める。 

政管健保・ 市町村国保・小規模保険者が多数存在 健保組合約 3,600 万人の加入者を有す

る。新たに創設される後期高齢者医療制度は、都道府県を単位とした広域連合により運営

が行われる。また、保険者の再編・統合の中で、政管健保は地域の医療費を反映した保険
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料率を設定するなど、都道府県単位の財政運営となる。健保組合も企業や業種を超えた都

道府県を単位とした地域型健保組合の設立が認められる。 

■三位一体の改革 

市町村国保も、2004（平成 16）年の三位一体の改革において導入することとされた都道府

県調整交付金による財政調整や、保険財政共同安定化事業等により、都道府県単位の保険

財政の安定化を推進することとされた。都道府県が、医療関係団体、保険者、企業等と協

力し、医療費適正化計画及び関連する三計画（健康増進計画、医療計画、介護保険事業支

援計画）に盛り込まれた各種対策を着実に実施することが、都道府県単位の医療費適正化

につながり、ひいては都道府県下の保険者の財政状況も好転し、それが保険料水準にも反

映されていくこととなる。 

このように、先般の医療構造改革により、都道府県、保険者を始めとした関係者が、都道

府県単位の医療費適正化という共通の目標に力を結集する仕組みが構築された。 

■都道府県単位を軸とした給付と負担の公平化 

【市町村国保】 

○小規模保険者の保険運営の広域化を図るため、都道府県が積極的な役割を果たす 

○保険財政の安定化と保険料の平準化を促進する観点から共同事業の拡充を図る 

○国保財政基盤強化策について総合的に見直す 

○後期高齢者（75 歳以上）を対象とした後期高齢者医療制度を創設する 

○都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が運営主体となることにより、都道府県単

位で保険料率を決定する 

【健保組合】 

○同一都道府県内の健保組合の再編統合の受け皿として、企業・業種を超えた地域型健保

組合の設立を認める 
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3.合格体験記 受験回数 ２回 選択３１点 択一５５点 

★合格発表日までの道のり 

１年目は LEC の本論を通信で受講し本試験の申し込みもせず途中で挫折、２年目は本論の

通学に変更しましたが充分な問題演習をしないまま本試験に臨み遂に３年目を迎え、自分

のモチベーションを維持できて、さらには問題演習もできる特色のある講座を選ぼうと思

い、山下クラスの門を叩きました。 

背水の陣で臨んだ今年の本試験。どの予備校も選択での救済は予想していましたが、択一

の救済はなしと予想。絶望的でした。その後 8 月の末に、試験センターより択一について

全部で４問の「正答なし」と「複数回答あり」の発表がありましたが、いずれも一般常識

ではありませんでした。しかし、自分はどの科目も悔いが無いほど勉強をしてきましたし、

もしまた来年受験する事になった時、あの一般常識にどう対策をとったらよいのだろうと

途方に暮れました。もうここで諦めた方がいいのか･･･きっと一人で勉強をしていたら、こ

の合格発表までの２月の間に、社会保険労務士というものから離れてしまっていたと思い

ます。でもこの２月の間に、山下クラスで一緒に勉強をしてきた仲間と何度も話をし、社

労士になるため、合格するまで受験をする決心がつきました。また、その意気込みを買っ

てもらい、運良く社労士事務所に転職する事も決まりました。 

そして運命の合格発表の日、あるわけがないと思いつつ、現実を受け止める覚悟でインタ

ーネットを見ました。･････････あった！あの時の驚きは、言葉では言い表せません。一瞬、

自分の受験番号が間違えて掲載されているのかとも思ってしまいました。合格の理由は、

発表日当日に択一の一般常識の設問に「正答なし」が発表され、全員に１点が追加、一般

常識が４点となった為でした。基本的に山下先生のおっしゃる通りの勉強方法を踏襲して

いますが、以下に、この一年間の私の勉強方法を記載します。 

【選択式対策】 

・『書いて書いて書きまくる』の実行 

授業中に山下先生が「選択で注意」とおっしゃった文言、教科書の太字などを暗記マー

カーで塗りつぶし、オリジナルの問題集にしました。ノート５、６冊は書きました。 

【択一式対策】 

・１００の法則 

 これは必ずやって頂きたいと思います。温故知新です。 

・一問一答 

 基本問題から過去問まで、全体を網羅できます。よく電車の中でやりました。 

・間違い問題ノート 

 ２回目の模試まで、点数は５０点以上で合格圏内でしたが、何となく正解する、そんな

パターンが続いていました。どうして合っているのか、間違っているのか確信が持てな

い･･･そんな時、受験仲間から「一度書くのは三回読むのに匹敵する」という言葉と共に、
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自分が間違えた問題をノートに書き留める方法を教わりました。それ以来、模試等で間違

えた問題をひたすら書き留めていきました。書き写すのに時間はかかりましたが、この方

法を実施してから、確実に回答できるようになりました。 

【その他】 

・授業の録音 

できる限り山下先生の講義を IC レコーダーに録音し、電車の中や歩いている時、荷物で両

手がふさがってしまう時に繰り返し聞きました。ずっと集中して聞くのは難しいですが、

意外と記憶に残りました。本試験１週間前は、机に向かっている時以外は明けても暮れて

も山下先生の講義を聞いていました。 

【８月の勉強法】 

・これまでやってきた問題集、レジュメを捨てる。直前期になると山下先生も頻繁におっ

しゃいます。あまり早い時期から始めると、捨ててしまっていいのか不安になるので、私

は主に８月に入ってから始めました。捨てる前には必ず解いてから、択一で間違えた問題

はノートに書き写し、選択式マスターは正解するまで解き直しました。試験前日になって

もなかなか終わらず、焦っていたのを思い出します。しかし、全て捨て終わった時には、「も

うこれでやりきった！」と非常にスッキリしたのを覚えています。 

 

【最後に】 

私が山下クラスに入って良かった事は、年齢を超えた受験仲間ができた事です。私は２０

代後半ですが、会社で言えば上司とも言えるような年上の方々と、毎週一緒にランチを食

べ、受験勉強の悩みを相談し合い、模試の後、本試験の後、そして合格発表の後、一緒に

お酒を飲んで騒いだ経験は、一年間一緒に塾で頑張ってきた仲間だからこそできた経験で

あったと思います。そして何よりも、本試験後、絶望的な状況の中でも社労士になること

を諦めずにいられたのは、受験仲間がいたからです。自分の生きる道は、人との関わり合

いによって見つかるものだと以前読んだ本に書いてありましたが、まさにそれを体験させ

て頂きました。山下先生、本当にありがとうございました。最後になりましたが、皆様の

合格を心よりお祈りしております。合格発表のその日、勝利の女神が微笑みますように。 

 

 


