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現行の難病施策概要 

＜啓発普及＞ 
・難病情報センター 

・シンポジウムの後援 

難治性疾患克服研究事業対象疾患（臨床調査研究事業１３０疾患（５６疾患を除く） ： ６８０万人） 
特定疾患治療研究事業（５６疾患 ： 医療受給者証 ６８万人）→身体障害者手帳取得率：２１％ 

＜所得保障等＞ 

＜国際協力＞ 

＜民間サービス＞ 

＜居住生活環境支援＞ 

＜学校教育＞ 

    

 

＜介護・福祉サービス＞ 
・居宅支援生活事業（市町村事業） 
  ホームヘルプサービス事業  ：実施率 ４０．３％ 

  短期入所事業（ショートステイ）：実施率 ２７．３％ 

  日常生活用具給付事業：         実施率 ５１．４％ 

＜相談・支援＞ 
難病相談支援センター（47都道府県） 
・相談・支援 

・患者会への支援 

 

＜入所施設＞ 
・重症難病患者入院施設確保事業 
  難病医療拠点病院（４６都道府県） 

＜研究・医療＞ 

・特定疾患治療研究事業 

  医療費助成（５６疾患） 
 

・難治性疾患克服研究事業 
    臨床調査研究１３０疾患 

    研究奨励分野２１４疾患 

・ライフイノベーション 

・難病情報センター 

※障害者手帳取得者は、障害の程度等に応じて、障害者支援を受けられる。 

５６疾患：６８万人 
入所・入院：６万人（８．４％） 
在宅療養：１７万人（２４．９％） 

６０歳未満：４５．７％ 
７０歳未満：６８．２％ 
根拠：難病対策要綱 

（予算事業） 

希少性・難治性疾患患者 

＜就労・雇用支援＞ 
・難病患者就労支援事業 
 
・難治性疾患患者雇用開発助成金（ハロー 

 ワーク） 

１ 



○難治性疾患克服研究事業等                                                  １００億円（１００億円） 
  難病の診断・治療法の開発を促進するため、難病に関する調査・研究や「健康長寿社会実現のためのライフ・イノベーションプ
ロジェクト」を引き続き推進するとともに、国際ネットワークへの参加等を通じて、疾病対策の国際的連携の構築を図る。 
 
○特定疾患治療研究事業                ３５０億円（２８０億円） 
  原因が不明であって、治療法が確立していない特定疾患に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を
図る。 
 
○難病相談・支援センター事業                                          １６６百万円（１６６百万円） 
  難病患者のもつ様々なニーズに対応したきめ細かな相談支援が行えるよう、都道府県毎の活動拠点となる「難病相談・支援セン
ター」を設置し、地域における難病患者支援対策を一層推進する。 

 
○重症難病患者入院施設確保事業                             １５４百万円（１５４百万円） 
  都道府県毎に難病医療連絡協議会、難病医療拠点病院・協力病院を設置し、入院治療が必要となった重症難病患者に対する適切
な入院施設の確保等を行う事業に加え、在宅療養中の重症難病患者のレスパイト入院のための病床を確保するための事業を行う
ことにより、病院医療体制の整備を図る。 
 
○難病患者等居宅生活支援事業                                            ２０７百万円（２０７百万円） 
  地域における難病患者等の日常生活を支援することにより、難病患者等の自立と社会参加を促進する。 

 
○難病患者サポート事業                                                 ２０百万円（ ２０百万円） 
  患者・患者家族の療養や生活上の不安、ストレスを解消するため、患者団体等を対象にサポート事業を実施し、難病患者支援策
の充実を図る。 
      
○難病患者の在宅医療・介護の充実強化事業（新規）                           ４５百万円（  ０百万円） 
  在宅医療・介護を必要とする難病患者が安心・安全な生活を営めるよう、在宅難病患者の日常生活支援の強化のため、医療・介
護従事者研修の実施や災害時の緊急対応に備え、重症神経難病患者の受入機関確保のための全国専門医療機関ネットワークの構
築等を通じて、包括的な支援体制の充実・強化を図る。 
                                        計 ４５８億円（３８８億円） 

平成２４年度 主な難病対策に関する予算（案） 

（参考） 年少扶養控除の廃止等による地方財政の増収分の対応の一部を特定疾患治療研究事業の地方の超過負担の
財源として活用（平成２４年度暫定的対応） ２６９億円（※）  ※難病対策として予算（案）に計上しているものではない。 

 ２ 



平成24年度以降の子どものための手当等の取扱いについて（抄） 
 
 

   ④ 平成24年度における暫定的対応として、年少扶養控除の廃止等による地方財政の増収分の一部を
特定疾患治療研究事業の地方の超過負担の財源として活用する。（269億円） 

 
  （２）特定疾患治療研究事業に係る地方の超過負担については、その解消に平成24年度予算から取り

組み、早期の解消を目指す。 
平成23年12月20日 

   内閣官房長官 
   総務大臣 
   財務大臣 
   厚生労働大臣 
   大臣折衝の結果、上記のとおり合意したことを確認する。 
   民主党政策調査会長 

３ 



厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会 
 

１．設置趣旨 

  難病対策に関する専門的事項について調査審議するために平 
成１３年９月に設置。難病対策については、昭和４７年より特定疾
患治療研究事業を中心に難病に対する医療の給付と研究を進
めてきており、それらを含め、難病対策全般について検討を実施。 

 

２．構  成 

委員長 金澤 一郎 国際医療福祉大学院長 

 

３．開催実績及び開催予定 
第１３回難病対策委員会    平成２３年９月１３日 

・東日本大震災における難病患者等への対応、新たな難治性疾患対策の在り
方検討チーム、難治性疾患対策の現状について 

第１４回難病対策委員会    平成２３年９月２７日 

・今後の難治性疾患対策の在り方について 
第１５回難病対策委員会    平成２３年１０月１９日 

・これまでの委員会の議論の論点整理、難治性疾患の定義について 、高額
療養費の見直しの検討状況 
第１６回難病対策委員会    平成２３年１１月１０日 

・関係者ヒアリング（NPO、難病支援センター、患者団体、研究者）  
第１７回難病対策委員会    平成２３年１１月１４日 

・関係者ヒアリング（患者団体、研究者等）、論点整理の修正 
第１８回難病対策委員会    平成２３年１２月１日 

・中間的な整理、関係者ヒアリング（障害者雇用対策課）、論点整理の修正 
第１９回難病対策委員会    平成２４年１月７日 

・平成２４年度難病対策予算、在宅看護・介護等の在り方等 
第２０回難病対策委員会    平成２４年２月９日 

・障害福祉施策のこれまでの検討状況、ＷＧの設置 

難病対策の検討状況について 

新たな難治性疾患対策の在り方検討チーム 
  

１．設置趣旨 

   難治性疾患対策について、医療、研究、福祉、就労・雇
用支援施策等制度横断的な検討が必要な事項について
検討を行うため、厚生労働省に「新たな難治性疾患対策
の在り方検討チーム」（以下「検討チーム」という。）を設置。 

  

２．構  成 

 座  長   辻副大臣 

 副 座 長  藤田政務官、津田政務官  

 

 ３．開催実績及び開催予定 

第１回会合  平成２２年４月２７日 

・検討チームの設置、今後の難治性疾患対策について 
第２回会合  平成２２年１１月１１日 

・新たな難治性疾患対策の在り方、審議会における検討状況 
第３回会合  平成２３年７月２８日 

・今後の難治性疾患の医療費助成・研究事業の在り方 
第４回会合  平成２３年１１月１日 

・難病対策委員会の検討状況、今後の方針 
第５回会合  平成２３年１２月２日 

・難病対策委員会における中間的な整理の報告 
 

 
 
 

※平成２３年１２月現在 

４ 



難病対策に係る治療研究等のワーキンググループ （ＷＧ）  

 

１．設置趣旨 

   難病対策に係る医療費助成、治療研究の推進、医療体制の整備、在宅生活支援等の総合的・包括的な施策の 

 実施や支援の仕組みの検討を進めるにあたり、効果的な検討資料の作成等をするため、厚生労働省健康局長の 

 主催によりワーキンググループ（以下「WG」という。）を設置。 

  

２．設置するWG 

（１）難病研究・医療WG 

   希少・難治性疾患の定義、難病治療研究の推進、医療体制の整備 

（２）難病在宅看護・介護等WG 

   難病患者の在宅生活支援等の総合的な施策の実施や支援体制の構築 

  

３．構成 

（１）難病研究・医療ＷＧ 座長  葛原茂樹 鈴鹿医療科学大学教授 

（２）難病在宅看護・介護等ＷＧ 座長  福永秀敏 （独）国立病院機構南九州病院長 

 

  

４．開催実績及び開催予定 
第１回難病研究・医療ＷＧ    平成２４年３月１日 

・難病医療体制の現状と課題、難病研究の現状と課題 

第２回難病研究・医療ＷＧ    平成２４年３月２７日（予定） 
 

第１回難病在宅看護・介護等ＷＧ    平成２４年２月２４日 

・難病在宅看護・介護の現状と課題、難病相談・支援の現状と課題、患者団体支援、就労支援の現状と課題 
第２回難病在宅看護・介護等ＷＧ    平成２４年３月２３日（予定） 
 

５ 



今後の難病対策の検討に当たって（中間的な整理）（抄） ～その１～ 
 

                     平成２３年１２月１日  

                     厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会 

         

 １．今後の難病対策の見直しの方向性  （抜粋） 
  ○ 希少・難治性疾患は遺伝子レベルの変異が一因であるものが少なくなく、人類の多様性の中で、一定の割合発生するこ 

    とが必然。 

  ○ その確率は非常に低いものの、国民の誰にでも発症しうる可能性がある。 

  ○ たまたま罹患した患者は重篤かつ慢性の症状に苦しみ、治療法が未確立のため、患者･家族の医療費負担は長期かつ 

    極めて重い。 

  ○ また、希少性故に、社会一般の理解が得られにくい上に、医療現場においても専門的医療機関を探すことに困難を来す 

    などの問題がある。 

  ○ 一方、国や地方公共団体の財政は厳しさを増しており、制度の安定性を確保することが重要になってきている。 

  ○ こうした中にあっては、従来の弱者対策の概念を超え、希少・難治性疾患の患者・家族を我が国の社会が包含し、支援 

    していくことが、これからの成熟した我が国の社会にとってふさわしい。 

  

  ２．現在の難病対策の課題について   

  ① 医療費助成・研究事業の対象疾患が限られており、不公平感がある。 

  ② 医療費助成について、医師が患者のためを思い診断が甘くなる傾向があることが指摘されているほか、対象疾患追加 

    の選定過程が不明確であるなど、事業の公正性に問題がある。 

  ③ 医療保険制度に上乗せされる他の公費負担医療制度との均衡が図られているかどうか検討が必要。 

  ④ 医療費助成については、毎年総事業費が増加し、長年にわたり都道府県の大幅な超過負担が続いており、不安定な制 

    度となっていることから、早急に超過負担を解消することが求められている。 

  ⑤ 治療研究の推進、医療体制の整備、国民への普及啓発、福祉サービスの充実、就労支援等、総合的・包括的な施策が 

    求められている。 

  ⑥ 事業の根幹について、希少・難治性疾患対策の基本となる法整備も視野に入れて、検討する必要がある。 

 
 

６ 



今後の難病対策の検討に当たって（中間的な整理）（抄）～その２～ 
                      
                    

  ３．今後の難病対策の見直しに当たってのポイント 

  ①公平性の確保 

    希少・難治性疾患の患者を、公平に対策の対象とする。 

  ②公正性の確保 

    対策の実施にあたっては、透明性を確保し、認定の適正化を行うなど公正性を確保する。 

  ③他制度との均衡の確保 

    制度の設計にあたっては、他制度との均衡を図る。 

  ④制度安定性の確保 

    将来にわたって安定的な制度とする。 

  ⑤総合的･包括的な施策の実施 

    治療法の早期確立のための治療研究の推進、医療体制の整備、国民全体の理解を深めるための普及啓発、福祉サー 

    ビスの充実、就労支援等を始めとした総合的･包括的な施策を実施する。 

  ⑥法制化の検討 

    希少・難治性疾患対策の基本となる法整備も視野に入れて、実効的な難病対策を実現できるよう、検討を進める。 

 

 

 ４．今後の難病対策の見直しの方向性 

   ごくまれではあるが国民の中に一定の割合で発症する可能性のある難病について、患者の長期かつ重度の精神的・ 
  身体的・経済的負担を社会全体で支えることを目指す。このため、 

 

  ○ 医療費助成について、事業の公正性、他制度との均衡、制度の安定性の確保の観点に立ち、法制化も視野に入れ、 

   希少・難治性疾患を幅広く公平に助成の対象とすることを検討する。 

 

  ○ また、希少・難治性疾患の特性を踏まえ、治療研究の推進、医療体制の整備、国民への普及啓発、福祉サービスの 

   充実、就労支援等を始めとした総合的・包括的な施策の実施や支援の仕組みを検討する。 
 

７ 



社会保障・税一体改革大綱（難病関係部分抜粋） 
 

    平成２４年２月１７日 
閣議決定 

 
 ３．医療・介護等② 
  （12）難病対策 
      ○（3）の長期高額医療の高額療養費の見直しのほか、難病患者の長期かつ重度の精神的・身体的・経済的負担を 
      社会全体で支えるため、医療費助成について、法制化も視野に入れ、助成対象の希少・難治性疾患の範囲の拡大 
      を含め、より公平・安定的な支援の仕組みの構築を目指す。 
        また、治療研究、医療体制、福祉サービス、就労支援等の総合的な施策の実施や支援の仕組みの構築を目指す。 
         ☆ 引き続き検討する。 
 
 
 

８ 



難病患者等居宅生活支援事業 

１ 難病患者等ホームヘルプサービス事業（市町村（特別区を含む）事業） 

 ◆入浴、排泄、食事等の介護◆  ◆調理、洗濯、掃除等の家事◆ 

２ 難病患者等短期入所事業（市町村（特別区を含む）事業） 

難病患者等を一時的に病院等の医療施設に保護する事業（原則として７
日以内） 

３ 難病患者等日常生活用具給付事業（市町村（特別区を含む）事業） 

                  

① 便     器  ⑦ 車いす（電動車いすを含む）⑬ 居宅生活動作補助用具 
 
② 特殊マット   ⑧ 歩行支援用具               ⑭ 特殊便器           
 
③ 特殊寝台  ⑨ 電気式たん吸引器        ⑮ 訓練用ベット 
 
④ 特殊尿器  ⑩ 意思伝達装置        ⑯ 自動消火器           
 
⑤ 体位変換器  ⑪ ネブライザー（吸入器）     ⑰ 動脈血中酸素飽和度測定器     
 
⑥ 入浴補助用具 ⑫ 移動用リフト        ⑱ 整形靴 

                                           

       平成9年度から実施。 ＜補助率＞国：１／２、都道府県：１／４、市町村１／４） 

給付品目：１８品目 

※ 利用者世帯の所得に応じた自己負担あり：０～52,400円 

   但し、生計中心者の前年度所得税課税年額が70,001円以上の世帯：全額 

利用者：３１５人 

実施可能市町村：７３８ 

実施市町村：１４６ 

利用者：１０人 

実施可能市町村：５０８ 

実施市町村：５ 

利用数：７２９件 

実施可能市町村：９５３ 

実施市町村：２８５ 

利用実績（平成２２年度） 

９ 



今後の総合的な難病対策（イメージ図） 

＜普及啓発＞ 

 

＜各種民間割引サービス＞ 

＜税制上の優遇＞ 

＜居宅生活環境支援＞ 

                  等    

 

＜医療費助成＞ 
  医療保険・介護保険における 

  訪問看護等を含む 

＜相談・支援＞ 

＜研究の推進＞ 

＜就労・雇用支援＞ 

希少性・難治性 

疾患患者 

（難病患者） 

 

＜医療体制の整備＞ 
 

 

＜国際協力＞ 

＜福祉サービスの給付＞ 
  (障害者手帳のない難病患者等に対する 

    福祉サービス及び地域生活支援事業)    
     ・居宅介護（ホームヘルプ） 
    ・短期入所（ショートステイ） 
    ・日常生活用具給付等事業 

    ・療養介護 

    ・生活介護 

    ・同行援護      等 
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厚生労働省案（修正版） 

１．理念・目的・名称 

  

⑴ 理念・目的 

 障害者基本法の改正を踏まえ、全ての国民が、障
害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人
格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現す
るため、法に基づく日常生活、社会生活の支援が、可
能な限り身近な場所において受けられることにより地
域社会において他の人々と共生することを妨げられ
ないこと、社会的障壁を除去することに資するものと
なるように、法律の理念を新たに掲げる。また、これ
に伴い目的規定を改める。 

  

⑵ 法律の名称 

 障害者自立支援法の名称そのものを見直す。 

  

２．障害者の範囲 

  

 「制度の谷間」を埋めるべく、障害者基本法の改正
を踏まえ、法の対象となる障害者の範囲に治療方法
が未確立な疾病その他の特殊な疾病であって政令で
定めるものによる一定の障害がある者を加える。（児
童福祉法においても同様の改正を行う。） 
 

３．支給決定の在り方の見直し 

  

 法の施行後５年（調整中）を目途に、障害程度区分
の認定を含めた支給決定の在り方について検討を行
い、必要な措置を講ずることとする規定を設ける。 

 また、この検討に当たっては、障害者及びその家族
その他の関係者の意見を聴くものとする。 

  

 

平成24年２月21日 民主党厚生労働部門会議障がい者WT 

５．相談支援・権利擁護 

  

⑴ 障害者の意思決定の支援 

 障害者基本法において、「障害者の意思決定支
援に配慮しつつ相談」支援等を行うこととされたこと
を踏まえ、障害者の意思を尊重する観点から、障
害者の立場に立って相談支援を行うことを、指定相
談支援事業者の責務として明記する。 

  

⑵ 総合的な相談支援体系の整備 

 サービス等利用計画案の作成や地域移行支援、
地域定着支援を行う相談支援事業者への専門的
な支援などを担い、地域における相談の中核となる
基幹相談支援センターは、その事業を効果的に実
施するため、地域の事業者、民生委員などの関係
者との連携に努めることとする。 

  

⑶ 身体障害者相談員、知的障害者相談員の活用 

 障害者本人や家族が中心となって行っている身
体障害者相談員や知的障害者相談員制度につい
て、その活用を促す観点から、これらの相談員が障
害福祉サービス事業者と連携して、相談を実施す
るよう努めることとする。 

 

⑷ 成年後見制度の利用促進のための体制整備 

 知的障害者につき、成年後見制度の審判請求を
行うことができる市町村が、当該制度の利用促進
のための体制整備に努めることとする。（知的障害
者福祉法） 
  

 

 

４．障害者に対する支援（サービス）の充実 

  

⑴ 共同生活介護（ケアホーム）と共同生活援助（グ
ループホーム）の一元化 

 地域移行に向けた地域生活の基盤となる住まいの
場について、共同生活を行う住居でのケアが柔軟に
できるよう、共同生活介護（ケアホーム）を共同生活
援助（グループホーム）に統合する。 

  

⑵ 障害福祉サービスの在り方等の見直し 

 法の施行後５年（調整中）を目途に、常時介護を要
する者に対する支援、障害者等の移動の支援、障害
者の就労の支援その他障害福祉サービスの在り方
等について検討を行い、必要な措置を講ずることとす
る規定を設ける。 

 また、この検討に当たっては、障害者及びその家族
その他の関係者の意見を聴くものとする。 

 

⑶ 地域生活支援事業の充実 

 地域生活支援事業として、 

① 地域社会における障害者に対する理解を深める
ための普及啓発や、 

② ボランティア活動を支援する事業、 

③ 成年後見制度の利用を促すため、市民後見人等
の人材の育成活用を図るための事業、 

④ コミュニケ－ション支援を行う手話通訳等を行う者
を養成する事業 

を追加する。   

  

※民主党障がい者ワーキングチーム（ＷＴ）の「厚生労働省案に対する意見」を踏まえて修正したもの 
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厚生労働省案（修正版） 

  

 
６．地域生活の基盤の計画的整備 

  

⑴ 障害福祉計画の見直し 

  

① 障害福祉計画の策定手続きの見直し 

 市町村は、障害者の数などの客観的な指標に限らず、地域の潜在的
なニーズを把握した上で障害福祉計画を定めるよう努めることとする。 

  

② 医療、教育等との連携 

 市町村及び都道府県は、障害福祉計画に医療機関、教育機関等関
係機関との連携に関する事項を定めるよう努めることとする。 

  

③ 障害福祉計画の定期的な検証・見直し 

 市町村及び都道府県は、定期的に、障害福祉計画に基づく業務の実
施の状況に関する評価を行い、障害福祉計画に検討を加え、必要があ
ると認めるときは、変更などの必要な措置を講ずるよう努めることとす
る。 

 

⑵ 協議会の設置促進 

  

① 自立支援協議会の名称の変更 

 自立支援協議会の名称について、地方公共団体が地域の実情に応
じて変更できるよう、法律上の名称を協議会に変更する。 

   

② 協議会の構成員 

 協議会の構成員に障害者及びその家族が含まれることを明記する。 

  

③ 協議会の設置促進 

 地域の課題を共有し、効果的な基盤整備などについての協議を行う
協議会について、その設置がさらに促進されるよう努めることとする。 

７．その他 

  

⑴ 介護人材を確保するための措置 

 介護人材が安心して、事業所において支援に従事できるよう、最低
賃金法などの労働法規に違反して罰金刑を受けた者については事
業者の指定を受けられないこととする。 

  

⑵ 関係規定及び関係法律の規定の整備 

 その他関係規定及び関係法律について所要の改正を行う。 

  

８．施行期日 

  

 施行期日は、平成25年４月１日とする。 

 ただし、４．⑴ （共同生活介護（ケアホーム）と共同生活援助（グ
ループホーム）の一元化）については、平成26年４月１日とする。 

 

※民主党障がい者ワーキングチーム（ＷＴ）の「厚生労働省案に対する意見」を踏まえて修正したもの 
平成24年２月21日 民主党厚生労働部門会議障がい者WT 
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