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国の医療政策の動向・市の医療関係に関する今後の取組等【啓発関係】 

国の医療政策の動向 

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（以下「医療介護総合確保推進法」）関係 

 地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針 

地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシ

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、医療介護総合確保推進法が成立 

第１ 地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項 

一 医療及び介護の総合的な確保の意義 

・団塊の世代が全て７５歳以上となる 2025 年に向け、地域包括ケアを進める 

・切れ目のない医療及び介護の提供体制を構築し、国民一人一人の自立と尊厳を支

えるケアを将来にわたって持続的に実現していく 

ニ 医療及び介護の総合的な確保に関する基本的な考え方 

１ 基本的な方向性 

(1) 効率的で質の高い医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの構築 

・病床の機能分化と連携の推進とニーズに見合った医療・介護サービスの適切な

提供体制の確保の必要 

・「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」

を車の両輪として進めていく必要 

(2) 地域の創意工夫を活かせる仕組み 

・地域の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環として位置づけていく視点 

(3) 質の高い医療・介護人材の確保と多職種連携の推進 

・多職種が連携して地域包括ケアに取り組む環境づくりの推進 

(4) 限りある資源の効率的かつ効果的な活用 

・病床機能の分化及び連携並びに医療及び介護の連携の推進 

・国民の医療及び介護の在り方に対する関心と、疾病予防及び介護予防への積極

的な取組 

(5) 情報通信技術（ＩＣＴ）の活用 

・医療・介護サービス利用者も含めた関係者間での適時適切な情報共有 

・ＩＣＴを活用したニーズ把握やデータを踏まえた施策立案 

  

資料１ 
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２ 行政並びに医療・介護サービス提供者及び利用者の役割 

(1) 行政の役割 

【国】 

・どの地域にあっても、切れ目のない医療・介護サービスの提供を安心して受け

られる体制の構築 

・診療報酬・介護報酬を通じた、医療及び介護の連携促進 

・継続的な人材育成支援のため、地方自治体職員に対する研修等の充実 

【都道府県】 

・平成 27 年度以降、医療計画に地域医療構想を策定し、病床の機能分化及び連

携を推進 

・地域包括ケアシステムを支える医療・介護人材の確保のために必要な取組 

【市町村】 

・在宅医療・介護の提供や連携に資する体制の整備 

・高齢者の居住に係る施策との連携や地域支援事業等の実施を通じ、介護予防及

び自立した日常生活の支援を行うための体制整備の推進 

(2) サービス提供者等の役割 

・切れ目ない医療及び介護の提供体制を確保 

・良質な医療・介護サービスを提供 

・限られた資源を効率的かつ効果的に活用 

(3) サービス利用者の役割 

・限られた資源を効率的かつ効果的に利用 

・地域の構成員として、積極的な社会参加への努力 

 

第２ 医療計画基本方針及び介護保険事業計画基本指針の基本となるべき事項並びに地

域における医療及び介護の総合的な確保に関し、都道府県計画、医療計画及び都

道府県介護保険事業支援計画の整合性の確保に関する事項 

一 医療計画基本方針及び介護保険事業計画基本指針の整合性の確保等 

・病床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築並

びに在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われる

よう、医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の

整合性を確保 

・計画作成のプロセス重視と作成後の適切な評価、定期的な事後評価 

ニ 都道府県計画、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画の整合性の確保等 

・都道府県計画は、医療及び介護の総合的な確保に関する目標、当該目標の達成に

必要な事業に関する事項について定める 
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・平成 30 年度以降、計画作成・見直しのサイクルが一致するため、各計画の整合性

を確保 

１ 平成 30 年度以降対応すべき事項 

(1) 計画の一体的な作成体制の整備 

・都道府県や市町村における計画作成において、緊密な連携が図られるような体

制整備 

(2) 計画の作成区域の整合性の確保 

・医療計画の二次医療圏と介護保険事業支援計画の老人福祉圏域を一致させるよ

う努力 

・一の都道府県の区域内で必要な医療提供体制の確保が困難な場合、近隣の都道

府県や広域の区域と連携する方策の検討 

(3) 基礎データ、サービス必要量等の推計における整合性の確保 

・計画作成に用いる人口推計等の基礎データ等について整合性を確保 

２ 平成 30 年度までの間に取り組むべき事項 

(1) 第６期市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画における

医療及び介護の総合的な確保 

・市町村介護保険事業計画の中で在宅医療・介護の連携の取組について具体

的に規定 

・市町村が主体となって、地域の医師会等と連携しつつ、在宅医療・介護の

連携のための体制を充実 

・都道府県は、市町村の在宅医療・介護連携の取組支援策を都道府県介護保険事

業支援計画に規定 

・市町村は、増加が見込まれる認知症患者を地域で支えるため、認知症への早期

対応をはじめとした具体的な取組を計画に規定 

・多職種が協働した居宅介護支援等に対する支援と、地域の課題に対応した社会

資源の開発及びネットワークづくりを進めていくため、地域ケア会議の開催 

(2) 地域医療構想における医療及び介護の総合的な確保 

・国が、平成 26 年度中に地域医療構想作成のためのガイドライン作成 

・地域医療構想の将来像は、急性期から、回復期、慢性期、在宅医療・介護に至

るまで一連のサービスが切れ目なく、また過不足なく提供される体制の確保 

 

第３ 都道府県計画及び市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的

な事項 

一 都道府県計画及び市町村計画の作成に関する基本的な事項 

１ 都道府県及び市町村の関係部局相互間の連携 
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・在宅医療体制の整備、医療及び介護の連携に向けた取組等について、都道府県

が、保健所の活用等により、市町村の後方支援等を積極的に実施 

２ 関係者の意見を反映させる仕組みの整備 

・都道府県計画の作成、変更に当たり、市町村長、医療または介護を受ける立場

にある者等、関係者からの十分な意見聴取等、意見を反映させるために必要な

措置を講ずるよう努力 

ニ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項 

１ 医療介護総合確保区域 

・都道府県における医療介護総合確保区域は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念

頭に置き、地域の実情を踏まえて設定 

・市町村における医療介護総合確保区域は、日常生活圏域を念頭に置いて設定 

２ 医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間 

(1) 目標の設定 

・データに基づく地域の医療・介護ニーズや医療・介護資源に関する現状分析、

将来予測等を行い、医療及び介護の総合的な確保に関する目標を設定 

(2) 目標の達成状況 

・都道府県及び市町村の計画には、目標の達成状況及び目標未達成の場合の改

善の方向性を記載 

(3) 計画期間 

・都道府県及び市町村の計画期間は、原則として１年間 

・個別の事業については、内容に応じ実施期間を複数年とすることも可能 

３ 目標達成のために実施する事業の内容、費用の額等 

【省略】 

４ 事業の評価方法 

【省略】 

三 都道府県計画及び市町村計画の整合性の確保 

【省略】 

四 他の計画との関係 

【省略】 

五 都道府県計画及び市町村計画の提出等 

【省略】 
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第４ 公正性及び透明性の確保その他基金を充てて実施する都道府県事業に関する

基本的な事項 

【以下、項目のみで、内容省略】 

一 基金に関する基本的な事項 

１ 関係者の意見が反映される仕組みの整備並びに公正性及び透明性の確保 

２ 基金と報酬（診療報酬及び介護報酬）等との関係 

３ 基金を充てて実施する事業の評価の仕組み 

ニ 基金を充てて実施する事業の範囲 

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

３ 介護施設等の整備に関する事業 

４ 医療従事者の確保に関する事業 

５ 介護従事者の確保に関する事業 

６ その他の事業 
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情報通信技術（ＩＣＴ）の活用関係 

ＩＴ総合戦略本部 

世界最先端ＩＴ国家創造宣言（H26.6.4改定） 

Ⅲ.目指すべき社会・姿を実現するための取組 

２．健康で安心して快適に生活できる、世界一安全で災害に強い社会 

（１）適切な地域医療・介護等の提供、健康増進等を通じた健康長寿社会の実現 

① 効果的・効率的で高品質な医療・介護サービスの展開 

【KPI】 

・導入システムの費用対効果・持続性を踏まえた医療情報連携ネットワークの全国

への普及・展開 

・医療・介護等に関わる多様な主体が情報連携を行う仕組みの普及状況 

② 現役世代からの健康増進等、医療・健康情報等の各種データの活用推進 

【KPI】 

（前項の取組も含む全体の成果として） 

・健康寿命の延伸（または、平均寿命の増加を上回る健康寿命の延伸） 

・世界最高水準の健康寿命の維持 

 

※ＫＰＩ(Key Performance Indicators) 重要業績評価指標 

 事業評価や業務改革を行う際に活用する指標 成果目標 
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世界最先端ＩＴ国家創造宣言工程表（H26.6.4改定） 
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内容抜粋 

２．健康で安心して快適に生活できる、世界一安全で災害に強い社会 

（１）適切な地域医療・介護等の提供、健康増進等を通じた健康長寿社会の実現 

① 効果的・効率的で高品質な医療・介護サービスの展開 

【目標（マイルストーン含む）】 

・導入システムの費用対効果・持続性を踏まえた医療情報連携ネットワークを

2018 年度までに全国へ普及・展開する。 

・利用者の実態に即した適切な医療・介護や生活支援サービスを実現する。 

【短期（2014 年度～2015 年度）】 

○医療情報連携ネットワークの全国展開 

・医療・介護・健康分野のデータを、本人や遠隔医療・在宅医療・介護を含めた

医療従事者等の関係者間において連携・共有・利用するための、医療情報連携

ネットワークについて、低廉かつ安全な標準システムに関する検証等を行う。 

具体的には、2014 年度に全国のネットワーク構築状況に関する調査を行うほ

か、各地域の特性を活かしつつ、医療情報連携ネットワークの普及を促進する

ため、クラウド等も活用し、持続可能性や相互運用性、最低限備えるべき情報

連携項目等を示した「標準モデル」の確立に向けた検討・それを踏まえた低廉

なシステムの検証を進めるほか、財政支援等の政策的枠組みと整合性を図りな

がら普及促進を進める。 

・2014 年度にフィールド実証をする。2013 年度に行った各医療機関で広く普及

しているレセプトコンピュータに登録された診療情報を共有可能とするための

インターフェース規格案の策定など、標準化に向けた議論を継続して進めると

ともに、標準規格の普及を図る。そのほか、電子処方箋について、実現に向け

た実証事業を実施したうえで、ガイドラインの検討・策定に取り組む。 

・患者・個人が自らの医療・健康情報を利活用する仕組みを推進する。具体的に

は、生活習慣病手帳の活用に関するフィールド実証を2014 年度に実施するほ

か、予防接種スケジュールや履歴等の個人への情報提供サービスについて、好

事例の収集や紹介を2014年度から2015 年度にかけて実施する。 

・遠隔医療を推進するため、医療・介護事業者等を対象とした遠隔医療研修を

2014 年度より実施するほか、各地域における遠隔医療の取組事例の取りまと

めや紹介を2014 年度中に行う。 

○適切な医療・介護や生活支援サービスの提供 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、地方自治体が有益な情報を利活用しや

すいように、介護保険総合データベースの機能強化と情報システムの構築を行

う。 

・これまでの実証を通じた成果・課題の洗い出しを行い、地域包括ケアに関わる
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多様な主体間における情報共有・連携に必要となる技術的要件、運用ルール等

の検証を行う。このため、在宅医療・介護分野の情報連携における標準化につ

いて、2013 年度の研究事業に続き、2014 年度にフィールド実証を実施する。 

○ロボット技術等の実証・実用化 

【省略】 

○高齢者・障がい者向けサービスの充実 

【省略】 

【中期（2016 年度～2018 年度）】 

○医療情報連携ネットワークの全国展開 

・医療情報連携ネットワークの全国展開に向けて、低廉かつ安全な標準システム

に関する検証等を引き続き実施し、標準システム仕様の確立を行う。その上で、

確立した仕様の普及や運用ルールの普及等を通じて、2018 年度までに医療情

報連携ネットワークの全国的な展開を行う。具体的には、2016 年度から2017 

年度にかけて、クラウド等も活用した「標準モデル」のさらなる発展・精緻化

を行うほか、引き続き、財政支援等の政策的枠組みと整合性を図りながら普及

促進を進める。 

○適切な医療・介護や生活支援サービスの提供 

・国民・地方自治体にとって有益な情報を利活用しやすいように、調査研究を行

い、その成果も踏まえながら、介護保険総合データベースの機能強化と情報シ

ステムの段階的改良により、地域包括ケアに関わる多様な主体との情報共有・

連携を推進するため、情報発信機能を強化する。 

・検証を踏まえ、地域包括ケアに関わる多様な主体の情報共有・連携の仕組みを

確立し、成果の推進・普及を行う。このため、在宅医療・介護分野の情報連携

において、標準規格策定に向けた議論・検証を進める。 

○ロボット技術等の実証・実用化 

○高齢者・障がい者向けサービスの充実 

【長期（2019 年度～2021 年度）】 

○医療情報連携ネットワークの全国展開 

○適切な医療・介護や生活支援サービスの提供 

○ロボット技術等の実証・実用化 

○高齢者・障がい者向けサービスの充実 
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社会保障審議会 医療保険部会 

 第８０回（H26.9.19 開催）会議資料抜粋 

 

  医療保険制度改革の主な論点 

３．保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等 

(1)紹介状なしで大病院を受診する場合の患者負担の在り方 

○外来の機能分化を推進するため、患者に定額負担を求めていく方向性はよいの

ではないか。初診は救急搬送患者を除き、再診は病状が安定した後の再診につ

いて定額負担を求めてはどうか。初再診料相当額のみでは尐ないのではないか。

高額療養費の対象とはしないのではないか。 

○現在保険給付されている療養を縮小することになる案は慎重に議論すべきでは

ないか。 

○大病院の医療費収入を増やすのではなく、保険給付の範囲内で一部負担金相当

額に加え、新たな定額負担を求める案が１つの方法ではないか。 

○大病院の範囲をどうするかは、病床数、機能、病床数プラス機能が考えられ、

導入する際には、試行的に実施した上で進めることが必要ではないか。 

○地域の医師をどのように確保･育成していくかが課題であり、医師の研修や患

者への情報提供を行う必要があるのではないか。 

 

４．医療費適正化、保険者機能発揮 

(1)予防・健康づくり、データヘルス 

○健診データやレセプトデータを分析して活用する基盤整備が進みつつあるが、

今後、各保険者や都道府県、市町村がこのシステムを有効に活用するため、デ

ータを分析して効果的な保健事業を企画できる人材の養成･確保が重要ではな

いか。 

○特定保健指導、特に積極的支援が健康面の数値を改善する大きな効果があるこ

とが分かったが、特定保健指導による医療費の適正化の数値がでれば、効果を

みながら特定保健指導に投資していく動きにつながるのではないか。 

○地域において介護中や育児中の女性なども健診を受けやすくし、全体の受診率

が高まるようなきめ細かい手立てが必要ではないか。 

○特定保健指導は一人一人をいかに本気にさせるかが重要。健診結果の数値やそ

の影響の理解を促す広報･啓発をすることで受診率が上がると考えられ、全国

の好事例を含めて情報収集して改善を提起すべきではないか。 
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市の医療関係に関する今後の取組等【啓発関係（予定含む）】 

 

 ○医療の仕組み等に関する啓発 

・医療機関の機能分化、役割分担等による地域完結型医療に対する理解 

・医療機関の受診の仕方（適正受診等）に関する理解 

 

○急病時の対応方法に関する啓発 

・「＃８０００」、「＃７０００」の普及 

・家庭での対処方法 

・救急車の適正利用 

 

○災害時医療に関する啓発（マニュアル完成・協定締結後） 

  ・非常時であるため、供給できる医療が限定されることに対する理解 

  ・トリアージに対する理解 

 

○新型インフルエンザ等対策行動計画に関する啓発 

  ・非常時であるため、行動制限が生じること等に対する理解 

  ・予防接種の優先接種等に対する理解 

 

 

【検討中】 

○地域医療を守るために市民ができること 

  

 


