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「日本経済の進路と戦略」（平成19年１月閣議決定）等を踏まえ、
必要なサービスの確保と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する
ための、「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」を策定。

１ 本プログラムの策定趣旨・位置付け

２ 目標期間

可能な限り、定量的な指標を盛り込み、平成20年度から平成24年度までの５年間に、計画的
に実施（2011年度（平成23年度）を超えて実施）。
ただし効果が現れるのに期間を要する項目等については、さらに中長期等の目標期間とする。

医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム（概要）（平成１９年５月 厚生労働省）

各取組の着実な実施を図る観点から、
・ 診療報酬改定については中央社会保険医療協議会において、介護報酬改定については
社会保障審議会介護給付費分科会において、改定効果の検証を行う｡

・ また、社会保障審議会等の場において、プログラムの実施状況について、ＰＤＣＡの下に
必要な検証を行い、必要に応じ政策手段の見直しを行う。

３ フォローアップ

「日本経済の進路と戦略」（平成19年１月25日閣議決定）－抄ｰ
「社会保障は、人生のリスクに対するセーフティネットである。（略）持続可能な制度を構築するためには、
（略）経済・財政とバランスのとれたものとすることが必要である。（略）医療・介護サービスについては、
（略）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」
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必要なサービスの確保と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、計画的に推進するため、可能な限り定量的な指標を盛り込んだプログラムを策定。目標期間は、基本的
に平成２０年度から平成２４年度までの５年間

策定趣旨・目標期間

（１）予防重視の観点
１．生活習慣病対策の推進
２．介護予防の推進

（２）サービスの質向上・効率化の観点
３．平均在院日数の短縮
４．在宅医療・在宅介護の推進と住宅政策との連携
５．往診・訪問診療、休日・時間外診療の重視、診療所と病院の役割の明確化
６．ＥＢＭ（Evidence-based-Medicine：根拠に基づく医療）推進、医療の標準化
７．重複、不要検査の是正や健診の標準化
８．後発医薬品の使用促進
９．不正な保険医療機関、介護サービス事業者等への指導・監査の強化
10．医師・看護師等の医療従事者等の役割分担の見直し

（３）診療報酬体系等の見直し
11．診療報酬・薬価の見直し
12．診療報酬の包括払いの促進
13．後期高齢者の心身の特性に応じた診療報酬の創設
14．介護報酬の見直し

（４）国民の利便性向上の観点
15．健康情報の効率的な利活用等のためのＩＴ化の推進
16．健康ＩＴカード(仮称)の導入に向けた検討

（５）国民の安全・安心を支える良質かつ適正なサービスの確保の観点
17．医師確保対策など地域医療提供体制の整備
18．患者に対する医療情報の提供の推進
19．医療・介護の安全体制の確保
20．公立病院等の果たすべき役割を踏まえた重点化、効率化

具体的取組の概要

２

※ 別紙にて平成19年11月14日時点での実施状況を記載



（別紙）医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム（別紙）医療・介護サービスの質向上・効率化プログラムの実施状況の実施状況についてについて〔〔未定稿未定稿〕〕

取 組 主な目標・指標 実施状況

（１）予防重視の観点

１.生活習慣病対策の
推進

◇ 平成平成2727年度までに、年度までに、メタボリック
シンドローム（内臓脂肪症候群）の
該当者及び予備群を平成20年度
比で2525％％以上以上減少減少（平成24年度ま
でに10％以上減少）

◆ 現在、各医療保険者において、特定健診・特定保健指
導の実施方法等を含む特定健康診査等実施計画を平成
20年4月の施行に向け作成中。

◆ 「健やかな生活習慣」を実感し自ら行動変容を行うことに
より生活習慣病の予防を図る国民運動を実施 （社会全体
に浸透・定着させるためのプレイベントを平成20年3月に
開催予定）。

２.介護予防の推進 ◇ 平成平成1717年から平成年から平成2626年までの年までの1010
年間で年間で、、要介護者を｢7人に1人｣か
ら｢｢1010人に人に11人人｣｣にに

◆ 要支援者に対する予防給付を引き続き推進。
◆ 見直し後の判断基準に基づき、特定高齢者（要支援に
なるおそれのある人）を対象とした介護予防事業を各市町
村において実施。

◆ 国において全国医療費適正化計画を策定するとともに、
現在、都道府県においても、平均在院日数の短縮策を含
む医療費適正化計画を平成20年4月の施行に向け策定中。

◆ 今年度中に各都道府県において新たな医療計画が策
定されるよう、在宅医療まで含めた主要な疾病等ごとの医
療連携体制の具体的な考え方や策定の手順に加え数値
目標を定める際の参考となる指標例等を示した通知を、
本年7月に都道府県に対し発出。

◆ 本年6月末に示した地域ケア体制整備指針に基づき、
現在、各都道府県において、地域ケア体制整備構想を
策定中。

（２）サービスの質向上・効率化の観点

３.平均在院日数の短縮 ◇ 平成平成2727年度までに、年度までに、平均在院日
数について、全国平均と最短の県
の差を半分差を半分にに (平成24年度までに
差を3分の1短縮)

４．在宅医療・在宅介護
の推進と住宅政策と
の連携

◇ 平成平成2020年度年度までにまでに、、全都道府県
において、新たな医療計画を策定、
主要な疾病ごとに急性期、回復期
から在宅療養までの一貫した医療
連携体制を明示

◇ 平成平成2020年度までに、年度までに、全都道府県
において、地域ケア体制整備構想
を策定、地域ケア体制の将来像を
明記 ３

具体的取組の概要



取 組 主な目標・指標 実施状況

（２）サービスの質向上・効率化の観点

５．往診・訪問診療、
休日・時間外診療の
重視、診療所と病院
の役割の明確化

◇◇ 平成平成1919年度中に年度中に総合的な

診療能力をもつ医師の養成の

仕組みについて検討

◇ 平成平成2020年度年度中中に、に、地域連携

クリティカルパス（31都道府県で

実施〔平成18年度〕）の全国

実施

◆ 総合的な診療能力を持つ医師の養成の仕組みについて、
本年5月から医道審議会において、審議を継続中。

◆ 本年７月には、医療計画についての通知を発出し医療連携
体制の構築のために、地域連携クリティカルパス導入の検討を
促したところ。

６．ＥＢＭ（Evidence-
based-Medicine：根
拠に基づく医療）の
推進、医療の標準化

◇ EBMに基づき、① 平成平成2121年年

度までに度までに総合的な初期診療の

ガイドラインの作成、②②平成平成2424

年度までに年度までに診療ガイドラインの

診療現場への普及を一層促進

するための方策を確立

◆ 目標達成に向けて、平成19年度厚生労働科学研究費補助金

において関連する研究に取り組んでいるところ。

◆ 本年10月に医療保険者等が行う各種健康診査等に共通する

事項を定める指針を改正し、メタボリックシンドロームの概念に

基づく健診・保健指導の内容の追加、健診の精度管理の具体

的方法を規定。

◆ 政府目標達成に向けて、患者及び医療関係者が安心して

後発医薬品を使用することができるよう、本年10月に国及び

後発医薬品メーカーが行うべき取組についてとりまとめた「後発

医薬品の安心使用促進アクションプログラム」を策定したところ。

◆ 平成20年度の診療報酬改定に向け、現在、中央社会保険医

療協議会等で、後発医薬品の使用促進策について検討中。

７．重複、不要検査の
是正や健診の標準
化

◇ 平成平成2020年度までに年度までに検査項目

毎の検査測定値等の標準化

（例えば血液検査）

８．後発医薬品の使用
促進

◇ 平成平成2424年度までに、年度までに、後発

医薬品のシェア（数量ベースで

16.8％〔平成16年度〕）を3030％％

（現状から倍増）（現状から倍増）以上に以上に
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取 組 主な目標・指標 実施状況

（２）サービスの質向上・効率化の観点

９．不正な保険医療機
関、介護サービス事
業者等への指導・監
査の強化

◇ 診療報酬の包括化の普及に
伴い保険医療機関等の指導・
監査を更に強化（個別指導の
数を毎年毎年8,0008,000箇所箇所を目指す）を目指す）

◇◇ 平成平成1919年度中に年度中に広域で事業
展開する指定訪問介護事業所
の監査を実施し平成監査を実施し平成2424年度年度
までに営利法人の全ての介護までに営利法人の全ての介護
サービス事業所に対し、指導サービス事業所に対し、指導
監査を実施監査を実施

◆ 不正な保険医療機関に対して、着実に指導・監査を実施する
とともに、効果的かつ効率的な指導・監査の実施方法、体制の
在り方について、現在検討中。

◆ 広域で事業展開する指定訪問介護事業所2,177事業所に
対して、監査を実施。その結果、46事業所が指定取消等となり、
これらの事業所から約18億円が返還される予定。

◆ 病院勤務医の負担軽減のため、業務分担の実情を踏まえ、
医療補助者等医師以外の者であっても実施可能な業務例を
今後明示する考えであり、本年中に措置する予定。

◆ 平成20年度の診療報酬改定に向け、平成18年度診療報酬
改定の結果検証等を踏まえて、現在社会保障審議会及び中央
社会保険医療協議会において検討中。

◆ ＤＰＣ対象病院の在り方について、平成20年度の診療報酬
改定に向け、現在中央社会保険医療協議会において検討中。

◆ 本年10月に社会保障審議会が取りまとめた後期高齢者の診
療報酬体系の骨子をとりまとめ、その骨子を踏まえ、平成20年
度の診療報酬改定と併せ、現在中央社会保険医療協議会にお
いて検討中。

10．医師・看護師等の
医療従事者等の役
割分担の見直し

◇◇ 平成平成1919年中に、医師・看護師年中に、医師・看護師
等の医療従事者等の医療従事者等の等の役割分担役割分担
の見直しについて、一定の結論の見直しについて、一定の結論
を得る。を得る。

（３）診療報酬体系等の見直し

11．診療報酬・薬価の
見直し

◇ 平成18年度診療報酬改定の
結果検証等を踏まえ、平成20
年度に、次期改定を実施

12．診療報酬の包括
払いの促進

◇ 平成平成2424年度までに、年度までに、病院の
機能分化を推進する中で、ＤＰ
Ｃ支払い対象病院数360（平成
18年度）を当面1000（現状から
3倍増）に

13．後期高齢者の心
身の特性に応じた診
療報酬の創設

◇ 平成平成2020年度に年度に、、後期高齢者
の診療報酬を創設
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取 組 主な目標・指標 実施状況

（３）診療報酬体系等の見直し

14．介護報酬の見直し ◇ 平成20年に、介護事業経営

実態調査を実施し、その結果等

を踏まえ、平成平成2121年度に年度に次期

改定を実施

◆ 平成21年度の次期改定に向け、本年10月に介護事業

経営概況調査を実施。その後、介護事業経営実態調査を

実施予定。

◆ レセプトのオンライン請求に関しては、平成20年度から

順次義務化される予定（平成19年11月現在において、既に

約2,400の医療機関、薬局でオンライン請求ができることと

なっている）。

◆ 社会保障カード（仮称）の導入に向け、年内を目途に

基本構想をとりまとめるべく、現在、有識者からなる「社会

保障カード（仮称）の在り方に関する検討会」にて検討中。

◆ 本年5月末に政府・与党において「緊急医師確保対策」

を取りまとめ、同年6月に「経済財政改革の基本方針2007」

を閣議決定、同年8月末に「地域医療に関する関係省庁

連絡会議」において具体的取組方針を公表。

今後、予算、制度的見直し、医学部の暫定的定員増

など実効ある対策を具体化していくところ。

◆ 今年度中に各都道府県において新たな医療計画が策定

されるよう、在宅医療まで含めた主要な疾病等ごとの医療

連携体制の具体的な考え方や策定の手順に加え数値目標

を定める際の参考となる指標例等を示した通知を、本年7

月に都道府県に対し発出。

（４）国民の利便性向上の観点

15.健康情報の効率的な

利活用等のためのＩＴ化

の推進

◇ 平成22年４月までに８割以上、

平成平成2323年年44月までに、月までに、原則全て

のレセプトをオンライン化

16.健康ＩＴカード(仮称)の

導入に向けた検討

◇ 平成平成1919年中を目途に年中を目途に導入に

向けた結論

（５）国民の安全・安心を支える良質かつ適正なサービスの確保の観点

17．医師確保対策など地
域医療提供体制の整備

◇ 平成平成2020年度までに、年度までに、全都道府

県の医療計画において、主要な

４疾病・５事業について、医療

機能に着目した診療実施施設を

各医療圏域ごとに明示

６



取 組 主な目標・指標 実施状況

（５）国民の安全・安心を支える良質かつ適正なサービスの確保の観点

18．患者に対する医療情
報の提供の推進

◇ 平成平成2020年度中に、年度中に、全都道府県

において、医療の実績、結果に

関する事項を含めてインターネッ

ト等による情報提供を実施

◆ 本年4月から都道府県がインターネット等により医療機能

に関する情報をわかりやすく住民に提供する制度を実施。

平成20年度中の全項目の公表に向けて、各都道府県の

システム開発等に係る費用について、地方財政措置を行う

などの支援を実施。

◆ 本年10月に、医学的な観点からの真相究明と医療事故

の発生に至った原因分析を行う医療事故調査委員会（仮

称）を設けることを内容とした試案を公表し、パブリックコメ

ントを行うとともに、有識者による検討会において検討中。

◆ 総務省において、公立病院に係る再編・ネットワーク化

等を定めた 「公立病院改革ガイドライン」を年内に策定

する予定であり、新たな医療計画の策定に当たっては、

当該ガイドラインを十分勘案するよう、都道府県に対して

周知し、指導していく考え。

19．医療・介護の安全体

制の確保

◇ 平成平成1919年度中に、年度中に、死因究明

制度等について有識者による

検討会の議論を踏まえ結論

20．公立病院等の果たす

べき役割を踏まえた重

点化、効率化

◇ 平成平成2020年度までに、年度までに、全都道府

県において、拠点病院と地域の

医療機関の医療機能の分化・

連携への取組を含む、新たな

医療計画を策定

７


