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超高齢化社会に備え

地域において効率的かつ質の高い医療提供体
制の構築(医療法 ２６．１０から）

切れ目のない医療体制

病院完結型から地域完結型へ

地域包括ケアシステムの構築

(介護保険法 ２７．４から）

を進めていく。



� 国が主体ではなく、都道府県が主体となり、地域の実
情に合わせた仕組みづくりが提唱されている。

� そのため、全国一律の診療報酬で誘導するのではな
く、消費税を財源とした基金で、個別的に対応するこ
ととなった。

� 医療構想の実現にあたっては、医師会をはじめとする
医療関係団体と協力して行う旨が明記されており、地
域医療を現場で担ってきた人たちのことが初めて具
体的に評価された。





急性期の医療から在宅医療・介護までの

一連のサービスが適切に確保され、さら

に救急医療や居宅等で容態が急変した場

合の緊急患者の受け入れなど、適切な医
療体制が確保される必要。















� 高齢化の進展に伴う老人性慢性疾患の増加により疾
病構造が変化し、医療ニーズについては、病気と共
存しながら、生活の質（QOL）の維持・向上を図ってい
く必要性が高まってきている

� 介護ニーズについても、医療ニーズを併せ持つ重度
の要介護者や認知症高齢者が増加している。

� 医療及び介護の連携の必要性はこれまで以上に高
まってきている。



� 生活支援

心身能力の低下や、経済的な理由、あるいは家族関係の変化などによって、 生活が維持で

きなくなる、あるいは尊厳が守られた生活が継続できなくなった場合にこの支援が必要

� 住まいと住まい方

必要な住まいが整備され、希望にかなった住まい方が確保されている

� 介護・医療・予防

専門職によって提供される。医療と介護については、在宅医療を実施する医療機関や訪問

看護ステーショ ンと、ケアマネジャーや地域包括支援センタ―などが協働して、医療と介護

の連携を図ることになる

� 本人と家族の選択と心構え

常に誰かが家の中にいて、急変時には救急車で病院に搬送され、病院で亡くなるといった最後ばかりでな
くなる。むしろ、毎日誰かが訪問してきて様子は見ているが、翌日になったら一人で亡くなるといった最後も、

珍しいことではなくなるだろう。

（地域包括ケア研究会報告書より改変）
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� 医療的機能

日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、自己
の専門性に基づき、医療の継続性を重視した適切な診療を
行い、自己の範疇を超える様々な診療科にわたる広い分野
において、地域における連携を駆使して、

的確な医療機関への紹介(病診連携・診診連携)を行い、患
者にとって最良の解決策を提供する。

自らの守備範囲を医師側の都合で規定せず、患者のもちか
ける保健、医療、福祉の諸問題に、何でも相談できる医師と
して全人的視点から対応する。

日本医師会横倉会長講演資料より



� 社会的機能

日常行う診療の他には、地域住民との信頼関係を構築
し、健康相談、健診・がん検診、母子保健、学校保健、
産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く
社会的活動、行政活動に積極的に参加するとともに保
健・介護・福祉関係者との連携を行う。

また、地域の高齢者が少しでも長く地域で生活できるよ
う在宅医療に理解を示す。

日本医師会横倉会長講演資料より



� 人口減少地域で、医師一人で多くの科の診察を行
わなければならない地域

� 病院内などで、特定の臓器や疾患に限定することな
く幅広い視野で患者を診る医師が必要であるケー
ス

↓

目標は、国民にとって安心・安全な
医療提供体制の構築

日本医師会横倉会長講演資料より



� 地域医療ビジョンの設定に当たっては、構想区域が２
次医療圏等になっているが、東京の２次医療圏は他
県並の人口を抱えている２次医療圏も多い。

� 全国や周辺の県から多くの患者さんがやってくる大学
病院をはじめとする特定機能病院を多く抱える一方、
慢性期の療養病床がほとんど無い中央部医療圏の
例のように、構想区域を２次医療圏内で考えることが
どう見ても、地域住民のための医療提供体制につな
がらないと思われる医療圏が多く存在する。







２次医療圏にこだわらない柔軟な姿勢が大切

病床の機能分化および連携を進めるに当たり、交通事
情等の社会的条件、高齢者の増加、地域における患者
の流出入の状況、医療資源の地域偏在等により、一つ
の都道府県の区域内で必要な医療提供体制の確保が
困難である場合には、近隣の都道府県や広域の区域と
連携する方策などを検討し、所要の体制設備を図ってい
くことも重要。

（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より）



� 東京都と東京都医師会を中心とした医療関係団体が
協力し合って作り出し、実現していくことが肝要

� そのためには、DPCおよびナショナルデータベースな

どを使いながら、区市町村、２次医療圏、都が綿密に、
話し合っていく仕組みづくりが大切

� 地域の実情を地区の行政や地区の医師会から聴取
するなど十分に把握しながら、上から目線ではなく、
下から丁寧に積み上げていくことが必要



� かかりつけ医をしっかりと決めて、何でもその先生
に相談していただきたい。

� 地域包括ケアシステムについての理解を深めてい
ただきたい。元気な方は、ボランティア活動、NPO、

老人クラブなどを通じて、一緒にサポートしていただ

きたい。

� 健康寿命を延伸させるための様々な予防医療に関
心を持ち、実践していただきたい。

� 終末期医療、看取り、尊厳死…そうした死に方の問
題についても、自らがしっかりと考えていただきたい。
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（1）「協議の場」の設置（法第30条の14第1項）

○ 都道府県は、医療機関に対して地域医療構想の実現に

ついて、医療関係者、医療保険者等の関係者との協議

を行う「協議の場」を設置。

医療機関相互の協議により、地域医療構想を推進して

いくが、協議だけは進まない場合には、都道府県知事が

以下の措置を講ずることができることとする。



（2）都道府県知事が講ずることができる措置

① 病院の新規開設・増床への対応（法第7条第5項）

○ 都道府県知事は、開設許可の際に、不足している

医療機能を担うという条件を付けることができること

とする。

② 既存医療機関による医療機能の転換への対応

（法第30条の15、法第30条の16）



○ 都道府県知事は、医療審議会での説明等を求める

ことができることとし、転換にやむを得ない事情がない

と認める時は、医療審議会の意見を聴いて、転換の

中止を要請（公的医療機関等には命令）することが

できることとする。



○ 都道府県知事は、医療審議会の意見を聴いて、

不足している医療機能に係る医療を提供すること等

を要請（公的医療機関等には指示）することができる

こととする。



③ 稼働していない病床の削減の要請

（法第7条の2第3項、法第30条の12第1項）

○ 医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合

において、都道府県知事は公的医療機関等以外の

医療機関に対して、医療審議会の意見を聴いて、

稼働していない病床の削減を要請することができる

こととする。

※ 現行の医療法上、公的医療機関等に対しては、

都道府県知事が稼働していない病床の削減を命令する

ことができることとなっている。



○医療機関が上記の要請に従わない場合は、都道府県知事

が勧告を行う。当該勧告にも従わない場合や、公的医療

機関が上記の命令・指示に従わない場合には、現行の医療

法上の措置（管理者の変更命令や公的医療機関への運営

の指示等）に加えて、以下の措置を講ずることができること

とする。



イ 医療機関名の公表（法第7条の2第7項、法第27条

の2第1項、法第30条の12第2項、法第30条の18）

ロ 各種補助金の交付対象や福祉医療機構の融資

対象からの除外

ハ 地域医療支援病院・特定機能病院の不承認・承認

の取消し

（法第29条第3項、法第29条第4項）

※法・・・平成27年4月1日、同10月1日施行の医療法

（昭和23年法律第205号）をさす。









急速に少子高齢化が進む中、わが国では、平成３７年
（２０２５年）にいわゆる「団塊の世代」がすべて７５歳以
上になる超高齢化社会を迎える。

� 東京都の高齢者人口割合

平成２７年 ２４．２%

平成４７年 ３０．７％

３人に１人が６５歳以上の超高齢化社会の到来

� 東京都では、高齢者の絶対数が急激に増加すること
が特徴。



持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の
推進に関する法律に基づく措置として、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、医療法、介護保険
法等の関係法律について所要の整備等を行う。

趣 旨



１．病床機能報告制度 法律で位置づけられた

２．地域医療構想（ビジョン） 都道府県ごと

３．医療計画

４．協議の場
２次医療圏（構想区域）等ごとに医療現場の人達等からなる協議の場

５．新たな基金（財政支援制度） 医療機関間の調整の財源

６．知事の権限強化 医療審議会の意見を聞いたうえで



１．新たな基金の創設と医療・介護の連携強化

（地域介護施設整備促進法等関係）

①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業（病床

の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等）のため、

消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置

②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が

基本的な方針を策定

概 要



２．地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保

（医療法関係）

① 医療機関が都道府県知事に病床の医療機能（高度急性

期、急性期、回復期、慢性期）等を報告し、都道府県は、

それをもとに地域医療構想（ビジョン）（地域の医療提供

体制の将来のあるべき姿）を医療計画において策定

② 医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を

法律に位置づけ



３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化

（介護保険法関係）

①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、
予防給付（訪問介護・通所介護）を地域支援事業に移行し、多様化

※地域支援事業：介護保険財源で市町村が取り組む事業

②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の
要介護者を支える機能に重点化

③低所得者の保険料軽減を拡充

④一定以上の所得のある利用者の自己負担を２割へ引上げ（ただし、
一般の世帯の月額上限は据え置き）

⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要
件に資産などを追加



４．その他

①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それ

を手順書により行う看護師の研修制度を新設

②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ

③医療法人社団と医療法人財団の合併。持分なし

医療法人への移行促進策を措置

④介護人材確保対策の検討（介護福祉士の資格

取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度

に延期）



施行期日

公布日（平成26年6月25日）。

ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介

護保険法関係は平成27年4月以降など、順次

施行。


