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第１章 医療を巡る課題と保険者と企業の役割について 

 

１．医療を巡る課題 

 少子高齢化が進展し人口減少社会を迎える中で、医療の構造変化への対応は喫緊の

課題となっている。 

 

 人口推計に基づくと、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年が一つの転機である。

2025 年には、75 歳以上の入院医療需要の増加と外来医療需要の減少等により、既存

の医療提供体制と医療需要との需給差が拡大することが見込まれる。 

  

また、地域ごとに既存の医療提供体制の構造が異なることに加えて、高齢化・人口

変化の進度が異なることから、地域ごとにその需給差の変化の進展が異なるため、今

後の医療提供体制の整備の進め方も地域ごとに検討する必要がある。 

 

 さらに、医療費負担も増加すると予想される。医療費は年間 1兆円程度増加し、中

でもその 6割を占める高齢者医療費の増加が著しい。今後高齢化が更に進むことによ

り医療需要が増加していくため、医療需要と医療提供体制の適正化を併せて行い、医

療及び医療保険制度の持続可能性を確保していく必要がある。 

 

 このように、「誰でも」「どこでも」「いつでも」保険医療を受けられる、我が国の

優れた医療保険制度は大きな転機にある。 

 

 

２．保険者機能 

 我が国の公的医療保険制度は、被用者保険制度、国民健康保険制度及び後期高齢者

医療制度により実施されている。 

 

 その公的医療保険制度において、保険者は加入者の適用・資格管理、給付の実施、

給付に見合う保険料の設定・徴収、レセプトの審査・支払等を行っている。また、医

療サービスの共同購入の組織としての役割を有することから、加入者のために質の高

い医療を効率的に提供するための医療提供側への働きかけや、保健事業を通じた健康

管理や加入者への情報提供も実施している。 

 

こうした中、高齢者の医療に関連し、被用者保険や国民健康保険間で、後期高齢者

支援金、前期高齢者納付金という財政調整が行われている。今後、若年層の人口が減

少する中で、全人口に占める高齢者の割合が増加していくことによって、高齢者に係

る医療の負担が更に拡大することが予想される。 
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特に健康保険組合においては、現在も後期高齢者支援金等の負担が重くなっている

（図 1-1）。このため、保険料率が継続的に上昇しており、保険料負担の増加から解

散する健康保険組合もある。また、医療需要を適正化する取組である保健事業や医療

提供側への働きかけについて、資金や人材等の資源を配分することも難しくなってい

るとの意見がある。このように、保険者が主体的に事業運営を行うことの困難さが増

している。 

 

（図 1-1）健康保険組合の収支状況と後期高齢者支援金等の状況 

（出典）健康保険組合連合会「平成 25 年度健康保険組合決算見込の概要」（2014 年）より作成。 

 

 以上のことから、保険者機能を先導的に発揮してきた健康保険組合に加えて協会け

んぽや国民健康保険、後期高齢者医療広域連合も含め、その保険者機能の発揮に向け

た検討が必要になっていると考えられる。 

 

 

３．将来の地域医療における保険者と企業の役割  

（１）保険者の役割 

 2014 年に医療介護総合確保推進法が制定されるとともに、都道府県が定める医療

計画の中に 2025 年における医療提供体制のあるべき姿として、地域の病床数やその

病床が有する機能等を内容とする地域医療構想を策定することとされた。また、2015

年 4 月より、都道府県が地域医療構想の策定等を行う際に、保険者で構成される保険

者協議会の意見を聴くことが義務づけられた（図 1-2）。これにより、地域医療、と

りわけ病床のあり方に関して、保険者が都道府県に提言を行い、意思決定に貢献する

制度的枠組みが整えられた。 

 



 

3 

（図 1-2）地域医療構想と保険者協議会 

 

(出典)厚生労働省「第70回社会保障審議会医療保険部会」資料3-2（平成25年11月8日）、 

厚生労働省「第74回社会保障審議会医療保険部会」資料3-1（平成26年4月21日）より作成。 

 

 今後、都道府県が地域医療構想を策定する際に、保険者は医療費を負担する立場や

医療を受ける加入者を代表する立場から、以下のような視点を持ち、地域医療への貢

献を行っていくことが重要である。 

・中・短期的な対応だけでなく長期的な効率性も確保するため、2025 年よりも先

を見据えた視点。 

・医療保険制度の運営についてのマクロの視点と、地域に住む加入者に対して、質

の高い医療を効率的に提供するというミクロの視点。 

 

これらの視点を持ちつつ、保険者協議会の構成員となる健康保険組合は、医療需要

者の代表として、都道府県に対して持続可能な医療提供体制を構築するよう提言を行

うとともに、保険者としての権利を行使していくべきである。さらに、こうした提言

は、具体的な根拠に基づくことが重要であり、そのために保険者が有するデータ等を

活用していくことが必要である。また、健康保険組合や国民健康保険といった保険者

単位だけではなく、保険者相互の連携に基づいてデータを活かして医療に貢献するこ

とは保険者の役割でもある。 

 

 そのような保険者の役割を念頭に置いた上で、保険者が地域の医療に貢献していく

に当たって、特に以下の 3 つの局面での貢献を考えることができる。 
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①都道府県レベルでの貢献 

地域医療構想の策定に当たって、都道府県は医師会等の診療又は調剤に関する

学識経験者の団体、都道府県医療審議会（※）、市区町村、保険者協議会の意見

を聴くこととされている。また、都道府県は、医療審議会の専門部会や圏域連携

会議での検討に加え、タウンミーティングやヒアリング等、患者・住民の意見を

反映する手続きを行う見込みである。 

 
※当該都道府県における医療提供体制の確保に関する重要事項を調査審議するために設置

される審議会。委員は、医師、歯科医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者及び学識経
験のある者のうちから、都道府県知事が任命。 

 

 ②地域医療構想調整会議での貢献 

都道府県は、二次医療圏を原則とする構想区域や、その他当該都道府県知事が

適当と認める区域ごとに地域医療構想調整会議を設け、医師会、歯科医師会、病

院団体、保険者などの関係者との連携を図りつつ、具体的な病床の機能の分化及

び連携のあり方等について議論を行い、医療需要に整合的な将来の必要病床数を

実現するための方策等、地域医療構想の達成を推進するために必要な協議を行う

こととされている。 

 

 ③被保険者の健康管理等における貢献 

保険者は、データ分析に基づく保健事業（※）など、被保険者の健康管理等を

行うことで、医療需要の適正化についても保険者機能を発揮することが期待され

る。 

 
※2014 年 3 月の厚生労働省の指針により、保険者は、健康・医療情報を活用して PDCA サイ

クルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、保健事業の実施計画（デー
タヘルス計画）を策定し、それに基づき保健事業を実施している（図 1-3）。 

 

（図 1-3）データヘルス計画 

 
（出典）厚生労働省 保険局「モデルとなる「データヘルス計画」を策定する健康保険組合等の公表」 

参考資料（2014 年 6 月 25 日） 
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（２）企業の役割 

企業は、労働安全衛生法に規定された健康診断や産業医の配置など、これまでも従

業員の健康に責務を負っており、2014 年の労働安全衛生法の改正によって、メンタ

ルヘルス対策に更に積極的に取り組むこととされた。また、このような労働安全衛生

の観点に留まらず、従業員やその家族が健康であることで生産性が高まるという人的

資本の観点（健康投資）や企業の競争力の向上に向けた保険料負担の低減等の観点か

ら、従業員の健康維持・増進への取組が注目されている。 

 

従業員の高齢化や高齢者雇用も進む中、企業には医療への貢献がますます重要な課

題となってくることが考えられ、医療に関する諸課題の解決に向けて、企業や経済団

体も主体的に取り組むことが必要である。 

 

このような環境の中で、社会保険の適用事業所であるものの、加入手続きをとらず

に未加入となっている企業の存在も指摘されているが、従業員とその家族の健康管理

は企業活動に直結するものであるため、社会保険に加入するという企業としての義務

を果たすことが必要である。 

 

 

４．将来の地域医療における保険者と企業の具体的な貢献に向けて 

 以上のように医療を巡る課題は、保険者と企業の活動にも大きく影響を与えていく

ものであり、その解決に向けて、保険者と企業は医療提供体制と医療需要の適正化に

貢献していくことが必要である。そのために、保険者と企業は、自らの保有するデー

タや公表データ等、具体的な根拠に基づき、地域の将来の姿を予測し、都道府県や他

の保険者と認識を共有した上で、提言を行っていくことが必要である。特に、地域ご

との将来の医療需要を見通し、その医療需要の見通しと現状の医療提供体制を突き合

わせることが保険者と企業が地域医療への貢献を行っていく上での最重要課題であ

る。 

 

これらを踏まえ、以下では、健康保険組合と企業による医療需要の推計や医療提供

体制への考え方を整理した上で、保険者として意見を取りまとめ、意見を提出し、医

療提供体制と医療需要の適正化に貢献する方策について検討した。 
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第２章 地域の医療需要の将来推計 

 

 将来のあるべき医療提供体制を考えていくためには、将来の地域の医療需要を把握

することが必要である。医療需要は、年齢と強く関係しており、将来の年齢階級別の

人口と、年齢階級別の受療率により推計することができる。 

 

高齢化や人口変化の動向が地域間で異なる中、地域ごとの将来の医療需要の推移を

検討することで、保険者が地域医療構想の策定の議論に貢献することができる。 

 

 

（１）全国の医療需要について 

①受療率に基づく医療需要の推計 

医療需要は、年齢階級別・疾病別受療率に関係していることから、以下のとおり医

療需要を推計することができる。 

 医療需要＝年齢階級別の人口×年齢階級別・疾病別受療率 

年齢階級別・疾病別受療率は、人口 10 万人当たりの推計患者数を用いており、そ

れと将来の人口の推移を合わせることで、将来の患者数の推計を行った。ただし、今

回の年齢階級別・疾病別受療率のデータとして利用している「患者調査」は、10 月

の特定の 1日での集計結果であり、集計日の季節性の影響を受けていることに留意す

る必要がある。 

 

将来の医療提供体制を検討するに当たっては、入院医療需要と外来医療需要を分け

て推計を行うことが重要であり、「患者調査」の入院受療率と外来受療率を用いて、

それらを推計することができる（図 2-1）。  
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（図 2-1）医療需要の算出方法と全国の入院医療需要と外来医療需要 

 

 
※入院医療需要指数については、「Ⅰ 感染症及び寄生虫症」、「Ⅴ 精神及び行動の障害」、「Ⅵ 神経系の疾患」、

「ⅩⅤ 妊娠、分娩及び産じゅく」、「ⅩⅥ 周産期に発生した病態」、「ⅩⅦ 先天奇形，変形及び染色体異常」、

「ⅩⅦ 先天奇形，変形及び染色体異常」を除く。 

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3月推計）」、 

厚生労働省「平成 23 年患者調査」より作成。 

 

推計の結果、全国では、外来医療需要は 2025 年にピークを迎え、その後、減少に

転ずる一方、入院医療需要は 2040 年にピークを迎え、その後概ね横ばいで推移する

ことがわかった。 

 

これらの要因としては、高齢化率の上昇と人口減少が考えられる。入院医療需要は

加齢に伴い増加するが、外来医療需要は若年層の医療需要の割合が大きく、また 80

歳を超えると減少に転じる傾向がある。 

 

そのため、団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年にかけて、外来・入院医療需要

の双方が増加していき、その中でも入院に関する医療需要の伸びが大きくなるものと

考えられる。2025 年以降においては、高齢化が引き続き進行する中で、入院医療需

要はさらに増加することが予想される。他方、外来医療需要は、若年層の人口減少が

進行することと、団塊の世代が 80 歳以上になることにより、減少に転じる。 
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こうした入院と外来の医療需要の推計から、将来的に多くの地域において、診療所

をはじめとする外来医療需要へ対応するための医療資源を、在宅による訪問診療・看

護に活用し、回復期・慢性期機能病床の医療需要の増加へ対応していくことが考えら

れる。 

 

（２）二次医療圏ごとの医療需要 

 地域医療構想は、構想区域ごとのあるべき医療提供体制を定めることとされており、

構想区域は二次医療圏を原則としつつ、人口規模、患者の受療動向、疾病構造の変化、

基幹病院までのアクセス時間等の要素を勘案して柔軟に設定することとされている。 

 

 構想区域は今後定められることから、今回の推計では、現在の二次医療圏ごとに医

療需要の推計を行った。 

各二次医療圏の医療需要 

＝各二次医療圏の年齢階級別将来人口推計×年齢階級別・疾病別受療率 

 

 

（３）入院医療需要の推計に基づく地域の類型化 

二次医療圏ごとに（２）の推計に基づき、入院医療需要のピークとなる年代ごとに、

以下のとおり各地域の類型化を行った（図 2-2）。 

早熟型：2030 年以前に入院医療需要のピークを迎える地域。 

中間型：入院医療需要のピークが 2030 年代に迎える地域。 

遅行型：2040 年まで入院医療需要が伸び続ける地域。 

（図 2-2）入院医療需要のピークによる類型化 

 
（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3月推計）」、 

厚生労働省「平成 23 年患者調査」より作成。 
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 この類型によると、都市部や県庁所在地を中心として遅行型の地域が見られ、高齢

化の進展した地方部では早熟型の地域も見られる（図 2-3）。 

 

（図 2-3）全国の入院医療需要 

 
（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3月推計）」、 

厚生労働省「平成 23 年患者調査」より作成。 

（※福島県は市区町村別の将来人口が推計されていないため除外。） 
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（４）病床機能に関する医療需要の推計 

 地域医療構想では、構想区域ごとに高度急性期機能、急性期機能、回復期機能、慢

性期機能の 4つの機能（表 2-1）に関する機能別の必要病床数を定めることとされて

いる。そのため、入院医療需要については機能別の病床数を推計することも必要であ

る。 

 

（表 2-1）病床機能の区分 

（出典）厚生労働省 HP「病床機能報告」より作成。 

 

地域医療構想の策定の際には、入院初期から退院時までに、医療資源投入量が逓減

していく傾向があることを踏まえ、機能ごとの医療需要を推計することが考えられて

おり、都道府県において、DPC データや NDB のレセプトデータの分析が行われる見込

みである。 

 

ただし、本研究会においては、利用可能なデータに制約があることから、在院日数

に応じて、必要となる病床機能が異なるという前提を置き、次のとおり推計を行った。 

 

 まず、全ての入院患者の入院期間が、その年齢と疾病に応じた現在の平均在院日数

により定まると仮定し、疾病別、年齢階級別に、入院後の在院日数ごとの患者数を推

計し、それらを合計した。その上で、一般急性期機能病床の平均在院日数の推計値で

ある 15 日を境界とし、15 日以下の患者数を高度急性期機能・急性期機能相当の病床

への医療需要、15 日超の患者数を回復期機能・慢性期機能相当の病床への医療需要

として算出した（図 2-4）。 

 

 

 

機能 定義 

高度 

急性期 

・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供
する機能 

急性期 ・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 

回復期 

・急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する
機能 

・特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頸部骨折等の患者に対し、ADL の向上
や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハ
ビリテーション機能） 

慢性期 
・長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 
・長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロ

フィー患者又は難病患者等を入院させる機能 
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（図 2-4）機能別病床数の推計 

 

（出典）厚生労働省「平成 23 年患者調査」、内閣官房「医療・介護に係る長期推計（主にサービス提供体制改革

に係る改革について）」（2011 年 6 月）より作成。 

 

その結果、高度急性期機能・急性期機能相当の病床への医療需要の増加率は、回復

期機能・慢性期機能相当の病床への医療需要の増加率より大幅に低く、回復期・慢性

期機能相当の病床への医療需要が相対的に高くなることが示された（図 2-5）。 

 

（図 2-5）全国の病床機能別の入院患者の推移と全入院患者に占める 

高度急性期・急性期病床相当の入院患者の割合の推移 

 
（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3月推計）」、厚生労働省

「平成 23 年患者調査」、内閣官房「医療・介護に係る長期推計（主にサービス提供体制改革に係る改

革について）」（2011 年 6 月）より作成。 
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さらに、入院医療需要の推計を 75 歳以上と 75 歳未満に分けて分析を行った。これ

によると、今後の入院医療需要の増加要因のほとんどは、75 歳以上の入院医療需要

の増加によるものであり、75 歳未満の入院医療需要は横ばいか減少すると見込まれ

る。 

 

したがって、今後増加する入院医療需要は、75 歳以上の高齢者に多くみられると

考えられる回復期・慢性期機能相当の病床への入院医療需要が中心であると考えられ、

高度急性期機能・急性期機能相当の病床への入院医療需要は相対的に低下すると見込

まれる。（図 2-6）。 

 

（図 2-6）全国における年齢階級別入院医療需要の推移 

 
（出典）：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1月推計）」、  

厚生労働省「平成 23 年患者調査」より作成。 

 

これらの推計から、将来多くの地域で、高度急性期・急性期機能相当の病床よりも

回復期・慢性期機能相当の病床への入院医療需要が高まることが予想され、病床機能

の転換に向けた具体的な取組が必要となると考えられる。また、回復期・慢性期機能

相当の病床については、地域包括ケアの中で在宅医療等と併せて検討していくことも

必要と考えられる。 

 

以上の医療需要の推計により、将来の医療提供体制を検討するためには、2025 年

だけではなく、その将来も見ることが必要なことがわかる。例えば、団塊の世代が

75 歳を迎える 2025 年以降は、入院医療需要の増加が進み、外来医療需要が減少して

いくと見込まれているため、2025 年を目処として医療提供体制を整備すると、その

後の医療需要の変化により非効率が生じるおそれがある。 

 

また、こうした医療需要の変化は地域ごとに差があるため、中長期的な医療需要の

推計を構想区域（二次医療圏）単位で行うことが重要である。  
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第３章 地域の医療提供体制の現状 

将来のあるべき医療提供体制を検討していくためには、現在の地域ごとの病床数や

病院の配置などの医療提供体制についても把握し、医療需要の将来推計と併せて検討

することが必要である。 

 

（１）地域ごとの病床数 

 まず、地域ごとの病床数については、医療法に基づく基準病床数制度により、基準

病床数を全国統一の算定式により算定し、病床の整備について、病床過剰地域から非

過剰地域へ誘導し、病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保

することが行われている。しかしながら、現在の既存病床数には、大きな地域差が存

在している（図 3-1）。その地域差については、入院医療需要と比較した各地域の病

床数を一つの基準として考えることができ、全国の入院医療需要と全国の基準病床数

との比率が各地域の医療提供体制を評価する際の、一つの目安となる（図 3-1 のとお

り、その比率は 119 となる）。 

 

（図 3-1） 現在の病床数の地域差 

 

 
 

（出典）国立社会保険・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3月推計）」、 

各都道府県「保健医療計画」、厚生労働省「平成 23 年度患者調査」、  

株式会社ウェルネス「二次医療圏データベース」から作成 
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（２）病院の配置 

地域ごとに病院の配置も大きく異なっている。ここでは、診療所や病院からの紹介

患者への医療提供や、救急医療の提供などの役割を担い、二次医療圏当たり一つ以上

存在することが望ましいとされている地域医療支援病院（医療法第 4 条）に相当する

規模（200 床）以上の病院を検討対象とすることとした。 

 

また、医療提供体制を検討する上では、現在の二次医療圏間の患者の流出入を把握

することも必要であり、こうした病院の配置や二次医療圏の関係を視覚化して捉える

ことが重要である（図 3-2）。 

 

なお、地域での病床の機能分化・再編を概観し、検討するに当たって活用すること

のできる指標の一つとして、全身麻酔件数がある。全身麻酔件数を見ることによって、

病院が高度急性期・急性期機能に相当する医療をどの程度実施しているのかを検討す

る一つの目安とすることが考えられる。 

 

（図 3-2） 医療提供体制と患者の流出入（秋田県の例） 

 
 

（出典）厚生労働省「平成 23 年患者調査」、日本医師会「地域医療情報システム」、 

秋田県「医療保健福祉計画」株式会社ウェルネス「二次医療圏データベース」より作成。 

 

 

 



 

15 

医療の提供体制について、地域的な特徴や病院の配置に基づいて類型化を行うと、

地域の病床の概ねの分布を把握することができる。（表 3-1）。 

 

（表 3-1）医療提供体制の類型化 

 

 

  

型 条件 都道府県 特徴 対策例 

都市型 

200 床以上の

病院数が都道

府県内に 60施

設以上 

埼玉県、千葉県、東京都、 

神奈川県、愛知県、大阪府、 

兵庫県、福岡県（8 都府県） 

がんセンターなどの特定機

能を有する病院がある。 

特定機能を有する

大病院は都道府県

を超えて広域的な機

能を果たしており、

広域での検討が必

要。 

分散型 

200 床以上の

病院の数が都

道府県内に 60

施設未満かつ

その集中度が

50％未満 

青森県、岩手県、秋田県、 

茨城県、栃木県、群馬県、 

新潟県、長野県、静岡県、 

岐阜県、三重県、滋賀県、 

奈良県、和歌山県、島根県、 

広島県、山口県、愛媛県、 

大分県、佐賀県（20 県） 

特定の一つの地域に入院

患者が集中するのではな

く、複数の地域に集中もしく

は入院患者の流出入が少

ない。 

個々の医療圏を中

心に医療提供体制

を検討。また、個別

の事情に基づく医療

圏間連携を検討。 

集中型 

200 床以上の

病院の数が都

道府県内に 60

施設未満かつ

その集中度が

50％以上 

宮城県、山形県、富山県、 

石川県、福井県、山梨県、 

京都府、鳥取県、岡山県、 

徳島県、香川県、高知県、 

熊本県、宮崎県（14 府県） 

200 床以上の病院が最も集

中している医療圏への入院

患者の流入が多い。 

200 床以上の病院

が集中している医療

圏と周りの医療圏と

併せて、医療需要と

供給体制を検討す

ることが必要。 

特定型 

離島の地理的

影響が強い等

の特殊事情が

ある地域。 

北海道、長崎県、鹿児島県、 

沖縄県（4 道県） 

離島、もしくは圏域が広範

囲であり、地理的要因の影

響が多い。 

地理的要因等を踏

まえ個別に検討する

ことが必要。 

※ 集中度
床以上の病院が最も多い二次医療圏の 床以上の病院の数

当該都道府県の総合病院の数
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第４章 将来の医療提供体制の構築に向けた保険者と企業の取組 

 

１．医療需要に応じた医療提供体制の考え方 

（１）基本的な考え方 

第２章において、公表データを活用することにより健康保険組合や企業が実行可

能な医療需要の分析の一例を示し、第３章では、地域の医療提供体制の現状を整理し

た。 

 

地域医療構想の策定に際しては、都道府県も厚生労働省から医療需要の基礎デー

タを受け取り、「地域医療構想策定ガイドライン」に基づいて地域の医療需要の分析

を行っていく予定であり、健康保険組合や企業もそれぞれの観点から公表データや固

有のデータ等を活用することによって、その都道府県の地域医療構想の策定の基礎と

なるデータを更に整理することが重要である。 

 

これらの将来の医療需要及び医療提供体制の現状の分析を踏まえて、地域ごとに

将来の医療提供体制の方向性を決め、それに向けてどのように医療提供体制を整えて

いくかを検討する必要がある。 
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（２）医療需要の将来推計と医療提供体制の現状を踏まえた考え方 

第２章の推計により将来の医療需要、また必要となる病床機能は地域ごとに差異

が生じることが見込まれる一方で、第３章の整理により、現在病床数には地域ごと

に特色がある状況が示された。こうした、医療需要の将来推計と医療提供体制の現

状を踏まえて、既存病床数と第２章で推計した医療需要の今後の推移を比較した

（図 4-1）。 

 

（図 4-1）既存病床数と入院医療需要 

 
（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3月推計）」、 

厚生労働省「平成 23 年患者調査」、各都道府県の医療計画より作成。 

 

以上の分析を基に、医療需要と既存病床数の対比の推移や目標とする病床水準

に応じて、以下のとおり各地域の分類を行った（図 4-2）。なお、本分析において、

目標とする病床水準は、全国の入院医療需要指数対比の全国の基準病床数として

いるが、各地域において地域医療構想を定める際に、どのような病床数の水準を

目指すかについては、全国の水準を参照しつつ、それぞれの地域の実情に応じ、

地域の主体的な判断と医療に係る負担を考量した上で定められることが考えら

れる。 

 

タイプⅠ：2010 年～2040 年にかけて、目標とする病床水準を上回る二次医療圏。

病床数の低減を検討。 

タイプⅡ：タイプⅠに分類されず、2040 年までに入院医療需要のピークを迎える

二次医療圏（早熟型・中間型）。高度急性期・急性期機能病床の回復

期・慢性期機能病床への転換を検討。また、外来医療需要の減少に対
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応して、外来の医療資源を在宅医療に活用を検討。 

タイプⅢ：タイプⅠに分類されず、2040 年まで入院医療需要が伸び続ける二次医

療圏（遅行型）の内、高度急性期・急性期機能相当の病床への入院医

療需要が 2040 年以前にピークを迎える二次医療圏。保健事業等の入

院受療率の低減につながる取組を進めることにより、目標とする病床

水準の確保を検討。高度急性期・急性期機能相当の病床への入院医療

需要が減少していくことから、その時点に向けて高度急性期・急性期

病床を回復期・慢性期病床に転換を検討。 

タイプⅣ：タイプⅠに分類されず、2040 年まで入院医療需要が伸び続ける二次医

療圏（遅行型）の内、高度急性期・急性期機能相当の病床への入院医

療需要が 2040 年まで伸びる二次医療圏。保険者や企業が連携した入

院受療率の低減につながる保健事業等の取り組みを集中的に行うこ

とを検討。 

 

（図 4-2）既存病床数と入院医療需要による類型化 

  

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3月推計）」、 

厚生労働省「平成 23 年患者調査」、各都道府県の医療計画より作成。 
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このような比較を用いることで、今後の医療需要の増加とその対応の方向について

可視化することができ、効果的・効率的な医療提供体制の整備に向けた示唆を得るこ

とができる。 

 

また、以上の分析に利用した入院医療需要は現在の入院受療率から推計したもので

あるが、入院受療率が低減するよう疾病予防・健康増進等の取組が進められていくこ

とも必要である。 

 

「患者調査」によると、2009 年から 2011 年にかけて年平均で約 1.8%、入院受療率

が低下しており、こうした取組が今後も進められた場合、地域医療構想を考える 2025

年時点では 2 割程度、2040 年には 4 割程度、現時点から入院受療率が下がることと

なる。これを踏まえて図 4-1 による分類を行うと、目標とする病床水準を下回る地域

が減少することとなる（図 4-3、図 4-4）。 

 

（図 4-3）入院受療率の低減の影響 

 
出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）」、  

厚生労働省「平成 23 年患者調査」、各都道府県の医療計画から作成。 
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（図 4-4）入院受療率の低減の影響と医療提供体制 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）」、  

厚生労働省「平成 23 年患者調査」、各都道府県の医療計画から作成 

  



 

21 

２．医療計画・地域医療構想の策定における都道府県レベルでの貢献 

都道府県が地域医療構想を策定していくプロセスは以下のとおり検討されている

（図 4-5）。 

 

（図 4-5）地域医療構想の策定プロセス 

 

（出所）厚生労働省「第 9 回地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会」資料（2015 年 3 月 18 日） 
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 この策定プロセスにおいて、保険者は医療審議会の専門部会やワーキンググループ

への参加等を通じて地域医療構想の策定等についての体制の整備から参画し、保険者

協議会としても地域医療構想の策定等に当たって、意見を提出していくことが適当と

考えられる。 

 

地域医療構想策定のそれぞれのステップが重要であるが、特に重要と考えられる以

下の 2段階のステップに沿って、保険者として意見の提出に向けて検討すべき課題を

整理する。 

①地域の人口動態、受療動向、病床の配置、医療需要推計等のデータを基に構想区

域を設定する（ステップ３）。 

②設定された構想区域ごとの医療需要を推計し、それに対する医療提供体制の検討

を行い、必要病床数を推計する（ステップ４〜６）。 

 

それぞれの段階において、意見提出に向けて、保険者協議会は、健康保険組合・協

会けんぽ・国民健康保険・後期高齢者医療広域連合等、加入者の職域や年齢が異なる

各保険者の意見を取りまとめられるよう、提出する意見内容の調整や保険者間の連携

体制を構築することが重要であり、その中で、健康保険組合も主体的な役割を担うこ

とが期待される。特に、データを整理してその主張を裏付け、医療提供体制の適正化

に向けて、医療提供側や都道府県等の他の参加者とは異なる保険者の視点から提言す

ることが期待される。 

 

また、保険者は地域医療構想が患者や住民に対してわかりやすいものとなるよう、

都道府県や医療提供者に積極的に問いかけていくことも重要である。 

 

 

（１）構想区域の設定（ステップ３） 

構想区域は現行の二次医療圏が原則となる。しかし、例えば、患者調査に見られ

るとおり、都市部ではほとんどの二次医療圏において、地方部でも多くの二次医療圏

において、圏境をまたいだ受療行動が見られている。このような地域の中には、他の

二次医療圏との連携も含めて医療提供体制を検討することが、現存する医療資源を活

用しつつ、医療需要の増加や減少に対応するための方策となる地域もあると考えられ

る。 

 

こうした二次医療圏間の連携を考えていく上では、病院の配置や二次医療圏の地理

的関係を視覚化して捉えることが必要である（前掲図 3-2）。 

 

他の二次医療圏との連携について、検討することが必要な二次医療圏としてはまず、

200 床以上の病床を有する病院が所在していない二次医療圏が挙げられる。 
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次に特定の二次医療圏に患者が多く流出している地域（患者流出率を目安として設

定）についても、流出先の地域との連携を前提に、一体となって医療提供体制を考え

ていくことが効率的な医療提供に寄与する可能性がある。 

 

また、これらの二次医療圏間の連携を考える際に、図 4-1 の類型化における、タイ

プⅠとタイプⅢ・Ⅳの二次医療圏との連携においては、タイプⅢ・Ⅳの地域で将来伸

びていく医療需要に対して、タイプⅠの医療資源を活用することが考えられる。 

 

こうした連携にとどまらず、二次医療圏を再編することも考えられるが、その際に

は、福祉圏域との整合性や地理的な制約等に加えて、患者の受療動向や提供体制の偏

在等も考慮に入れることが必要であり、これまで実際に医療圏の再編を行った都道府

県の事例が参考となる。 

 

事例 再編のポイント 

宮城県 

・第 6次宮城県地域医療計画（2013 年 4 月～）において、二次医療圏

を 7医療圏から 4医療圏に再編。 

・医師の確保に苦しむ中、各医療機関の機能分化と連携を通じ、不足す

る医療機能やリソースを相互に補完することで、地域の医療機能を底

上げすることを目的に再編を実施。 

栃木県 
・宇都宮市及び芳賀郡市の二次医療圏を、地域特性に対処するため、2

つの二次医療圏に分割。 

徳島県 

・第 6次徳島県保健医療計画（2011 年 4 月～）において、二次医療圏

を 6医療圏から 3医療圏に再編。 

・県民の受療範囲が再編前二次医療圏を超えていることや、大規模自然

災害等に対応する連携体制を構築する必要性を考慮し、圏域の広域化

を実施。 

・身近な治療の提供体制については、再編前の圏域を 1.5 次医療圏とし

て継承し、整備を推進。 
（出典）宮城県「第 6次宮城県地域医療計画」、栃木県「栃木県保険医療計画（6期計画）、 

徳島県「第 6 次徳島県保健医療計画」を参考として作成 

 

加えて、首都圏などのように都道府県の圏域を越えて患者が移動する場合には、企

業や健康保険組合の特性を活かして、広域的な医療提供体制のあるべき姿について提

言していくことも考えられる。 

 

（２）医療需要の推計と医療提供体制の検討（ステップ４〜６） 

都道府県は、構想区域ごとの医療需要の将来推計を基に、あるべき医療提供体制の

検討を行い、必要な機能別の病床数を検討していく。その検討において保険者は、以

下の視点から、都道府県に提言していくことが考えられる。 
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①医療需要の将来推計と医療提供体制の現状を踏まえた視点 

各構想区域において、図 4-1 のとおり 2025 年以降を見通した将来の医療需要の

推計と既存の医療提供体制の現状を踏まえて、それぞれの地域が目指すべき水準を

明確化することが重要であり、地域ごとのデータを踏まえた提言を保険者が行うこ

とが必要である。 

 

②保険財政の視点 

今後、高齢者の人口割合が増加する中、現役世代の一人あたりの保険料負担の増

加が見込まれており、健康保険組合の負担増、ひいては被保険者と事業主双方の負

担の増加として現れる。国民健康保険についても、同様の理由で加入者の負担と市

区町村・都道府県・国による公費負担の増加が見込まれる。更に、公費負担の財源

としては、企業や従業員が納めている法人税や住民税等も含まれている。 

 

こうした今後の負担の傾向に加え、地域における一人当たりの医療費が病床数に

有意に相関している現状を踏まえると、個人・企業・市区町村・都道府県が中長期

的な負担水準とそれにより維持可能な医療提供体制について比較検討し、医療提供

体制の整備を進めることが必要である。 

 

以上の視点を踏まえ、意見提出に向けて、図 4-1 の類型ごとに以下のような意見を

とりまとめていくことが考えられる。 

 

(a)タイプⅠ～IV 共通の提言の考え方 

医療提供体制の整備に際して、住民の年齢構成や疾病構造に応じて、現状の医療

資源を活用し、効率的に医療提供体制が構築されるよう、機能別の病床のあり方に

ついて、提言を行うことが必要となる。特に、高齢化率の上昇に伴い、高度急性期

機能・急性期機能相当の病床より回復期機能・慢性期機能相当の病床への医療需要

が相対的に高まることが想定されるため、医療需要に合わせて病床機能の再編を進

めることが重要である。 

 

また、その際には、地域の病床の利用実態を踏まえて意見を述べていくことが重

要である。特に療養病床については、利用実態の地域差が大きいと考えられるため、

その実態把握を行う必要がある。その際に、健康保険組合をはじめとした保険者が

加入者の利用実態に関するデータ等に基づいて、実態把握へ積極的に貢献すること

が考えられる。 

 

さらに、病床数については、保険財政への影響と 2025 年以降の医療需要を踏ま

え、中長期的にも過度な医療提供体制とならないよう、病床機能の再編や低減につ

いても提言を行うことが必要である。 
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こうした病床機能の再編や低減を進めていく際には、現在検討が進められている

地域医療連携推進法人制度（仮称）（※１）や地域医療介護総合確保基金（※２）

の活用が考えられ、これらの制度の有効な活用方法についても保険者から医療機関

や都道府県に提言を行うことが重要である。 

 

※１：複数の医療法人等を統括し、一体的な経営を行うことにより、経営効率の向上を図

るとともに、地域医療・地域包括ケアの充実を推進し、地域医療構想を達成するた

めの法人制度（2015 年 2 月 18 日社会保障審議会医療部会資料より） 

※２：地域医療構想の達成に向け、医療機関の施設又は設備の整備等のために都道府県ご

とに設置された基金 

 

(b)タイプⅠにおける提言の考え方 

2040 年まで、目標とする病床水準に対して、既存病床数が一貫して上回ると見

込まれることから、地域医療構想において、現在より少ない目標の病床数が定めら

れるよう都道府県に提言していくことが必要となる。 

 

また、その地域医療構想が実現されていくためには、都道府県が、病院間の連携

を促していくこと、そして、機能ごとに適正な病床数となるよう調整していくこと

が重要であり、保険者は都道府県に対して、異なる機能の病床を有する医療機関が

連携し、病床の補完を行うことや、在宅や通院による治療といった形での医療提供

が充実することといった具体策について、提案していくことが重要である。 

 

公立病院再編の参考例：日本海総合病院。2008 年に旧山形県立日本海病院と旧酒田市立酒

田病院は、公営企業型一般地方独立行政法人である山形県・酒田

市病院機構として統合再編（計 928 床（2007 年度）→758 床（2011

年度以降））。現在、「日本海総合病院」が急性期医療を担い、「酒

田医療センター」が療養型・回復期リハビリ機能を担う。人事制

度の一本化も含めた組織統合を行った。 

 

(c)タイプⅡにおける提言の考え方 

高齢化率の増加と人口減少により、2030 年代までに医療需要のピークを迎える

地域であり、医療需要の増加期から減少期に転じるのに合わせて、提供体制を調整

できるような施策を検討することが重要である。 

 

具体的には、地域医療介護総合確保基金の活用も含め、都道府県に対して、以下

のような提言を行うことが考えられる。 

・将来的に医療需要が減少に転じると想定される時点において病床数を低減する

ことや、介護施設等に転換することを、地域医療介護総合確保基金の交付要件

とする。 
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・医療機関が、病床が不足している地域に移転できるよう、地域医療介護総合確

保基金を活用できるようにし、その交付要件として、地域医療構想に定められ

ている病床数とすることを定める。 

 

また、これらの地域では高度急性期・急性期機能相当の病床への入院患者が減少

していくことから、高度急性期・急性期機能病床を回復期・慢性期機能の病床に転

換していくことが重要である。そのための具体策として、都道府県が圏内の医療機

関に対して、地域医療連携推進法人制度（仮称）を活用するよう促し、法人内での

病床機能の転換や介護とも連携した地域包括ケアシステムの構築を図られるよう、

保険者が都道府県に提案することも考えられる。 

 

加えて、外来の医療需要が減少していくことから、外来の医療資源を在宅や通院

による治療といった形での医療提供に活用し、回復期・慢性期機能相当の病床への

医療需要への対応の検討も重要となる。 

 

(d)タイプⅢにおける提言の考え方 

2040 年以降に医療需要のピークを迎え、かつ 2040 年までに目標とする病床水準

を既存病床数が下回る状況が訪れる地域であり、高齢化率の上昇により、2040 年

までに高度急性期・急性期機能相当の病床への医療需要がピークを迎える地域であ

る。 

 

この地域においては、保険財政への影響を考慮し、入院医療需要に合わせた病床

の増加を検討する前に、入院受療率の低減を通じた医療需要の適正化に取り組んで

いくことが必要となる。そのため、かかりつけ医の指導に基づく OTC 医薬品（一般

用医薬品）等の活用によるセルフメディケーション等、医療機関との協力に基づく

取組について、都道府県から働きかけるよう、保険者から提言を行うことも考えら

れる。 

 

加えて、回復期・慢性期機能相当の病床への医療需要が伸びる一方で、高度急性

期・急性期機能相当の病床への医療需要が減少期を迎える地域でもあることからタ

イプⅡ同様、既存病床の転換についても提言を行っていくことが重要である。 

 

(e)タイプⅣにおける提言 

2040 年以降に入院医療需要のピークを迎え、かつ 2040 年までに既存病床数が目

標とする病床水準を下回る状況が訪れる地域であり、また 2040 年まで高度急性

期・急性期機能相当の病床、回復期・慢性期機能相当の病床の双方への医療需要が

増加し続ける地域である。 
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このような地域も、病床数の増加を検討する前に、まずは入院受療率の低減に取

り組んでいくことが必要となる。また、高度急性期・急性期機能相当の病床、回復

期・慢性期機能相当の病床の双方への入院医療需要が増加し続けることから、現役

世代と高齢者双方の入院受療率の低減に向けた取組が必要となる。そのため、健康

保険組合のみならず、国民健康保険や協会けんぽ等においても、適切に保健事業が

推進されるよう、保険者協議会や国民健康保険運営協議会の活用等の連携方策を医

療費適正化計画に盛り込むことを提言していくことが重要である。 

 

こうした保健事業による医療需要の適正化効果や保険財政の負担を見据えた上

で、適正な医療提供体制を見通すことが必要であり、その上でなお不足する病床の

整備においては、地域医療介護総合確保基金の活用を含め、タイプⅠの構想区域か

ら医療機関の誘致を進められるよう、都道府県に提言していくことが考えられる。 

   

（３）地域医療構想策定後の実現に向けた取組と PDCA 

地域医療構想は、構想として掲げるだけではなく、医療計画と併せて、PDCA サイ

クルを実施することによりその内容を実現していくことが重要である。そのため、

2015年度から2016年度に予定される地域医療構想の策定プロセスに保険者が積極的

に関与することが重要である。その上で、その経験を活かし、その地域医療構想によ

る病床機能分化・連携の影響を反映することとなる 2018 年からの第 7 次医療計画に

向けて、その医療計画策定段階から医療審議会等を通じて保険者が関与していくこと

が必要である。 

 

このような PDCA サイクルの中で、保険者としては病床機能の転換等の進捗状況を

確認し、状況に応じて必要な改善策について提言することが期待される。その際には、

他の都道府県におけるそれらの進捗状況や保険財政への実際の影響についても踏ま

える必要がある。 

 

加えて、その時点での将来人口推計等を活用し、2040 年以降についても医療需要

の推計を行い、その推移も見据えて、医療提供体制の整備について議論されるよう、

都道府県に提言していくことが重要である。 

 

（４）実行体制 

以上のプロセスにおいて、保険者が都道府県に提言していくに当たり、その実行体

制を整えていくこと必要である。これにより、保険者としての意見の有効性を高め、

また、地域医療のあるべき将来像の実現に貢献していくことに繋がるものと考えられ

る。このため、健康保険組合と企業の連携や、健康保険組合と他の保険者との連携の

方法について、以下のとおり整理を行った。 
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①健康保険組合と企業の連携 

まず、地域の医療の需給の適正化や保険者協議会への参画に向けて積極的に寄与

することを、各地域の保険者や事業主である企業に対して、健康保険組合連合会や

経済団体から意識付けを行うことが重要である。 

 

さらに、各地域において、保険者の人材育成や事業支援に取り組むことも重要で

あり、その際も、中央組織である健康保険組合連合会や経済団体によるサポートが

期待される。とりわけデータ分析面でのサポートが重要であり、国から示される分

析方法を整理し、各地域に展開することなどが期待される。 

 

一方、各企業は、自らが加入する健康保険組合の、地域の医療提供体制と地域の

医療需要の適正化に向けた取組に対して、積極的な支援を行うとともに、経済団体、

健康保険組合、健康保険組合連合会を通じて、都道府県に意見を伝えていくことが

必要である。 

 

また、健康保険組合の本部支部の所在地以外の地域においても、中核的な役割を

果たしている事業所を構える企業は連携して都道府県に対して提言をまとめ、意見

を述べていくことも考えられる。 

 

②健康保険組合と他の保険者との連携 

健康保険組合と他の保険者との連携においては、保険者協議会を活用することが

重要である。将来的には、保険者協議会として、それぞれの保険者が有するレセプ

ト等のデータを、匿名化を行った上で突き合わせ、保険者が共同で地域の医療需要

分析や医療提供体制の分析、それを踏まえた提言を行っていくことも医療の適正化

に貢献すると考えられる。 

 

また、2018 年度より、都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営を担うこ

とになることに併せて、その運営に関する重要事項を審議する場として都道府県に

国民健康保険運営協議会を設置することが議論されている。その運営協議会の場に

は、被用者保険代表や被保険者の代表等が参加することが予定されており、国民健

康保険と被用者保険の連携や共同で、医療需要の適正化に向けた取組を行うことも

考えられる。 

 

加えて、首都圏でよく見られるように都道府県の圏域を越えて患者が移動する場

合には、企業や健康保険組合の特性を活かし、広域的な提言を検討することも重要

である。併せて、保険者協議会における議論の中で想起された課題等（例えば、地

域の医療需要分析に活用するためのデータの整備）については、健康保険組合連合

会や経済団体を通じて、全国レベルで提言を行うこと等も重要である。 
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こうした健康保険組合と他の保険者の連携において、健康保険組合連合会は他の

健康保険組合を含めた情報提供や論点整理等の支援を行うことが重要である。また、

保険者協議会の構成員以外の健康保険組合においても、健康保険組合連合会の要請

に応じ、情報提供を行うとともに医療機関の運営実態の把握等に積極的に貢献する

ことが必要である。 
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３．地域医療構想調整会議レベルでの貢献 

（１）貢献の内容 

地域医療構想が策定されたのち、地域医療構想調整会議において、具体的な病床の

機能の分化及び連携のあり方や、その実現に向けた地域医療介護総合確保基金の活用

に関する計画等、地域医療構想の達成を推進するために必要な協議を行うこととされ

ている。 

 

また、地域医療構想調整会議を円滑に運営し、効果的に活用するためには、地域医

療構想の策定段階から設置し、関与させることが適当とされていることから、上述の

地域医療構想の策定に当たってのプロセスと並行して、地域医療構想調整会議におい

ても保険者が貢献していくことを念頭に置く必要がある。 

 

保険者は中長期的な医療需要の動向を踏まえつつ、地域医療構想の達成と加入者の

受ける医療サービスの質の両面を考慮し、当該地域の病床の機能分化や連携のあり方

や、地域医療介護総合確保基金を活用していくべき事業について、意見を述べていく

ことが重要である。 

 

 

（２）実行体制 

地域医療構想調整会議は二次医療圏を原則とする構想区域ごとに設置されるもの

であり、参加する健康保険組合に対しては、健康保険組合連合会や経済団体が、健康

保険組合として確認すべき事項を整理するなどのサポートが必要となる。加えて、地

域の住民への地域の医療に関わるアンケート、調査、研究等について、健康保険組合

は積極的に提案・参加していくことが期待される。 

 

また、地域医療介護総合確保基金の活用など、地域医療構想調整会議における議論

が都道府県レベルの議論につながっていくことから、地域医療構想調整会議の出席者

と、保険者協議会の連携体制を構築することが重要となる。  
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第５章 医療需要の適正化に向けた保険者と企業の取組 

企業や健康保険組合においては、保険者として地域の医療提供体制に関する提言を

行うと共に、企業として生産性を高める活動であることも十分に考慮に入れ、その地

域の従業員・加入者のために以下のような取組を連携して行っていくことも期待され

る。 

①保健事業の他の保険者への展開 

保健事業について、積極的に他の健康保険組合や国民健康保険等の他の保険者

に展開していくことも重要。 

 

他の保険者への展開に際しては、まず、健康保険組合と同じく被用者を加入者と

する協会けんぽに展開され、続いて、協会けんぽと同様に地域単位である国民健康

保険に展開されていくことが想定される。こうした展開が行われるよう、他の保険

者との接点として保険者協議会や国民健康保険運営協議会を活用することや、健康

保険組合連合会や経済団体が周知活動を行うことが重要。 

 

②企業との連携による保健事業の効率化 

従業員・加入者に対する健康への意識付けや、保健事業の効率化に資するデー

タの活用に関する健康保険組合や企業の連携も有効と考えられる。例えば、職種

や勤務形態の情報を付加し、患者数が平均より多くなっている疾患に着目して保

健事業に取り組むことが考えられる。 

 

③医療にかかるリテラシーの向上 

従業員・加入者に対して、患者向けの診療ガイドラインの紹介、かかりつけ医の

指導に基づく OTC 医薬品（一般用医薬品）等の活用によるセルフメディケーション

等、従業員・加入者の医療に係るリテラシーの向上に向けた情報発信を行うことも

期待される。 

 

④保険者の保有するデータの医療への活用 

従業員・加入者に医療の質を確保する観点から、効果的な医療について、保険

者や企業が保有するデータを積極的に医療に係る研究に活用していくことが重要。 

 

具体例：健康保険組合連合会と人間ドック学会が、全国で約 150 万人の健診デー

タを集積し、血液検査における正常、異常を判別するための統一基準と

なるよう、基準範囲を算出した。 
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⑤公的保険外サービスの創出 

国民の健康寿命延伸、新たなヘルスケア産業の創出、医療費の適正化の一石三

鳥を実現することを目指し、健康・予防サービスを中心とする「公的保険外サー

ビス」の創出によって、地域の活性化とともに地域の医療需要の適正化を行って

いくことも重要。 

 

 以上のような取組を通じて、従業員・加入者の健康長寿の実現に貢献するとともに、

地域の医療需要の適正化に保険者・企業双方の立場から連携しつつ貢献することが期

待される。 
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第６章 今後の取組に向けて 

 

１．基本的方向性 

（１）基本的認識 

本研究会では、少子高齢化・人口減少の中で、求められる医療の変化、及びそれを

踏まえた医療提供体制の適正化の必要性について検討を行った。 

 

まず、医療を巡る課題として、医療提供体制について、今後、地域の医療需給の差

が深刻化していく見通しである。その中で、都道府県が医療計画や地域医療構想を策

定するにあたって保険者が意見を述べ、地域医療の意思決定に貢献する法的な枠組み

が整い、保険者が事実関係の整理やデータの活用によって、積極的に地域医療の需給

の適正化について検討・提案する必要がある。 

 

（２）地域の医療需要の将来推計と医療提供体制の現状 

日本全体では入院医療需要は 2040 年に向けて増加するが、主に 75 歳以上の高齢者

の入院医療需要のみが増加するため、必要な病床機能は医療資源の投入量が多く費用

の高い高度急性期・急性期機能相当の病床よりも、医療資源の投入量が少なく費用の

低い回復期・慢性期機能相当の病床が中心となることが示された。また、外来医療需

要は 2025 年から減少に転じることから、この医療資源も利用可能となることが示さ

れた。このように、2025 年にとどまらず、その先の医療需要の変化も見越して医療

提供体制を再構築していくことが必要である。他方、これらの医療需要の変化は地域

ごとに異なるため、個別に検討していくことが必要である。また、医療提供体制につ

いても、地域ごとに異なることが示された。 

 

（３）将来の医療提供体制の構築に向けた保険者と企業の役割 

保険者は、地域の医療需要の将来推計と医療提供体制の現状を踏まえ、都道府県に

よる構想区域の設定及び地域医療構想等の策定において、将来の医療提供体制の構築

に向けた具体的な提言を行うことが必要であり、以下のような提言等が考えられる。 

・患者の流出入が多く、病床数の水準が異なる地域間では二次医療圏（構想区域）

間の連携等を検討すること 

・若年層が減少し、高齢者の医療需要が増加する地域においては、多くの医療資源

が必要な高度急性期・急性期機能病床から回復期・慢性期機能病床への転換の検

討を行っていくこと。 

・回復期・慢性期機能病床について、入院受療率の低減や退院後のケア等の方策に

より、病床数適正化を検討していくこと。 
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また、これらを実行していくためには、それぞれの健康保険組合や国民健康保険等

の自主的な取組だけではなく、健康保険組合間での連携、健康保険組合と企業との連

携、健康保険組合と協会けんぽや国民健康保険等の保険者間の連携が不可欠である。 

 

更に、健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険といった保険者や企業は、保健事

業等を通じた医療需要の適正化についても積極的に貢献していくことが必要である。 

 

以上の取組によって、健康保険組合及び企業が、医療に積極的に貢献することによ

って、医療及び医療保険制度を持続可能なものとすることが、極めて重要である。 

 

２．検討課題 

 保険者や企業が、効果的に地域医療に貢献するために更に精緻な医療需要推計を行

うことも今後の課題と考えられる。 

 

地域医療構想及び医療計画を策定し、医療提供体制の整備、とりわけ病床機能を適

正化していくためには、疾病別・病床機能別に将来の医療需要を推計することが必要

である。第２章の推計は、患者調査における年齢階級別・疾病別の受療率を用いて、

各疾病の医療需要を公開情報に基づいて推計した。こうした年齢階級別・疾病別の医

療需要の推計をより精緻に行うためには、以下のようなデータの活用が考えられる。 

 

①NDB や DPC データの活用 

医療需要の分析をさらに精緻化していくためには、対象者や期間について網羅性

の高いデータを活用することが重要である。 

 

そのためには職域や年齢で分かれている加入者のデータが広く集約されており、

かつ継続的にデータが蓄積されているナショナルデータベース（NDB）のレセプト

データや DPC データを活用することが考えられる。健康保険組合やその事業主であ

る企業がそれらのデータの活用に向けた制約を整理することで、その制約を乗り越

えることも一つの課題である。 

 

②保険者や企業が有するデータの活用 

健康保険組合と企業が連携し、健康保険組合の持つレセプトデータや健診データ

と企業が有する住所や職種等のデータについて、個人情報保護法に則り、共有・突

合し、分析することにより、健康保険組合独自の観点等から、加入者の疾病構造や

受療行動の分析が可能となると考えられる。 

 

また、都道府県単位で企業や保険者がデータを集約し、分析を行うことも考えら

れる。例えば、都道府県別に加入者の多い健康保険組合のデータに基づき分析を行
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うことで、都道府県単位での分析をより精緻なものとし、有益な提言を行う基盤と

なると考えられる。 

 

このようなデータを踏まえ健康保険組合連合会が協会けんぽとの連携により、保険

者協議会で被用者団体としての意見を主張していくことが有効であると考えられる。 

 

 

３．将来的な課題 

 以上の当面の課題に加えて、以下の論点に中長期的な視点から検討を加えることで、

地域医療の適正化に健康保険組合や企業が関与していくことも考えられる。 

 

（１）後期高齢者の医療需要への対応 

後期高齢者においては、侵襲性の高い医療行為を要する疾病よりも慢性的な疾病患

者の割合が増加することが見込まれる。そのため、人口構成の変化に応じて、高度急

性期・急性期機能病床から回復期・慢性期機能病床への転換等の病床機能の転換の議

論に加え、在宅医療や介護施設等の地域包括ケアシステムの構築という観点からも地

域医療の体制整備を検討することが必要である。 

 

一方、医療需要の適正化に向けた取組も重要であり、健康保険組合や企業において

は、加入者・従業員が将来的に後期高齢者となることを見通した上で、健康長寿を実

現するための保健事業に取り組むことが引き続き期待される。加えて、後期高齢者医

療広域連合による後期高齢者に対する保健事業も重要であり、後期高齢者が健やかで

いられるよう、将来の疾病リスクに備える現役世代とは異なるアプローチによる保健

事業を検討していくことが重要である。 

 

（２）保険者・企業の有するデータの活用を通じた医療への貢献 

企業に勤務していた時代の健診データ、周産期の健診データ、退職後の国民健康保

険や後期高齢者医療制度におけるレセプトデータ等を突合し、現役時点において将来

の疾病リスクを把握することにより、効果的な保健事業を実施することが可能となる。

そのために被用者保険、国民健康保険、企業等がそれぞれ保有しているデータを個人

情報保護法に即した形で連結し、加入者等の健康管理を一貫して行うことができる体

制を構築することが考えられる。 

 

また、保険者が保有する医療情報について、現場の実務の状況や関係者の意見も踏

まえつつ、住所地情報等を盛り込むことにより、居住地と受診地の関係を把握するこ

とが可能になり、医療提供体制の検討を精緻に行うことが可能となる。 
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更に、マイナンバーなどの番号制度基盤の普及に併せて、健康・医療戦略（2014

年 7 月 22 日閣議決定）にあるように、医療に関するデータの更なる利活用も検討の

必要がある。保険者の有するレセプトデータに加え、特定健診データ、電子カルテデ

ータ等のアウトカムデータまで含めた広範な医療・健康関連のデータを蓄積・分析・

活用することで、地域ごとの精度の高い分析が可能となり、医療の標準化等の有効な

予防・治療策を検討することが可能となる。また、このような保険者の有するデータ

の有効活用に向けた保険者と研究者との積極的な連携も考えられる。 

 

（３）地域医療の適正化に向けたその他の要因の検討 

 本研究会においては、病床数が医療計画に定められた具体的な基準であることから、

病床数に焦点を当てた検討を行った。他方、医療提供体制を検討していくためには、

特定健診や特定保健指導の実施率等、様々な指標についても検討をすることが必要で

あり、医療計画・地域医療構想と医療費適正化計画の整合性が確保されていく中で、

更に、様々な観点から適正な医療提供体制の構築に向けた検討が進められることが必

要である。 

 

①外来に関する医療提供体制 

2025 年以降、外来の医療需要が減少することが予想されるが、現在、国民医療費

の約 6割が薬局調剤医療費等を含めた外来の医療費となっており、その外来の医療提

供体制についても再検討することが必要と考えられる。例えば、在宅医療の充実のた

めに、地域医療介護総合確保基金を活用した患者の医療情報のネットワーク化を求め

ることなどを健康保険組合や企業が提案することも考えられる。 

また、被用者保険においては、入院よりも外来の医療需要の比重が高く、住所地よ

りも勤務地の方が外来医療を受けやすいと考えられることから、「職域かかりつけ医」

（仮称）のように、職域性とかかりつけ医の両面を併せ持った仕組みの検討の可能性

があると考えられる。 

 

②地域医療の役割分担 

 地域での医療の提供主体の区別としては、診療所や病院といった区別だけではなく、

民間医療機関、公的医療機関、大学病院といったように、設立主体の違いも存在する。

それらが独自の視点で意思決定を行っていることで、大学病院が高度な医療を提供し

ながらも地域の病院も同様の医療を目指すという過剰な設備投資が行われるといっ

た状況にある。そのため、今般の地域医療構想の策定を契機として、それぞれの医療

機関が地域で必要な医療を適切に役割分担しながら、過剰な設備投資等を行わずにそ

れぞれに求められる地域での役割を担う必要がある。 
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③財政調整制度 

 第３章で見たとおり、地域の医療提供体制には大きな差がある。他方、国民健康保

険における財政調整交付金や後期高齢者医療制度における調整交付金等、地域間の財

政調整の仕組みがあるため、地域において用いられている医療費と各地域の医療費負

担との関係が明確でない面がある。したがって、地域がより主体的に医療提供体制を

構築していくためには、財政調整のあり方についても検討することが必要である。 

 

④精神病床 

地域医療構想では精神病床については議論が行われていない。OECD の医療の質レ

ビューにおいても、日本の精神医療の質やアウトカムについて改善の可能性が指摘さ

れており、それに向けた取組についても検討していくことが重要である。 

 

⑤医療従事者 

医師は 10 年弱の教育等を経て、その後 40 年以上、医療活動に従事するため、これ

から、医学部に入学する人は、その医師生活の多くを医療需要が減少していく中で過

ごすことが見込まれる。したがって、その養成課程である医学部教育においても、今

後の医療需要の動向を踏まえて、教育内容や入学定員を定めていくことが必要である。

現在の医学部教育においては、急性疾患症状への対応が中心であるが、高齢者医療の

割合が増加していく中では、高齢者により多くみられる慢性疾患についての教育の割

合を増加させてくことが必要である。 

 

 

 本研究会では、将来の地域医療において、保険者や企業が果たすことのできる役割

や機能を明らかにし、また、その課題や克服に向けた方向性について整理をしてきた。

本報告書が保険者と企業の地域医療への貢献に役立つよう、保険者や企業として本報

告書を参考に地域医療への貢献が進むことを期待する。 


