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九州大学名誉教授 尾形裕也

医療計画と地域医療構想
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本日お話しする予定の内容

１．全体の展望：現時点の評価
２．最近の医療・介護政策の動向
３．医療計画制度の概要
４．地域医療構想の策定・推進
５．新たな介護保険施設の創設
６．「在宅ケア」をめぐる論点
７．国民健康保険制度の改革
＜参考文献＞



０．若干の自己紹介

○「職業人」としての40年間（1978～2017）
①「実務家」 約20年：厚生省、OECD、寿府代等

②「研究者」 約20年：社人研、九大、東大

*But, soon or late, it is ideas, not vested interests, 
which are dangerous for good or evil.

J.M.Keynes 〔1936〕 The General Theory of   
Employment, Interest and Money

『雇用、利子および貨幣の一般理論（上）（下）』 岩波文庫
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１．全体の展望：現時点の評価

（以下は、本年１月時点での発表者の問題意識）

○２０１８年：安倍内閣６年目

・政治的には、党内外での「１強」時代が継続？

・国際的なリスク要因（米大統領、北朝鮮等）

・「アベノミクス」の状況

→円安株高基調は継続？

・消費税５％→８％→１０％へ?（２０１９年１０月）

・消費税の使途をめぐる問題
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○医療・介護政策

・2025年に向けた、いわゆる「惑星直列」の年

①各都道府県の地域医療構想の推進状況

②国保制度改革

③診療報酬・介護報酬同時改定

④介護医療院の動向

⑤医師、看護師等の需給見通しの策定

⑥専門医制度の始動

⑦医療計画、医療費適正化計画の策定
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○超長期展望



○超長期で考えると、

・1900年～2100年の200年間は、日本の歴史上

でも極めて異常な時期

・日本の経済社会は、急勾配の山を上り詰め、今

正にそこから下ろうとしているところ

・「未来は過去の延長線上にはない」

→旧来の陋習にとらわれない新しい発想が必要

・医療・介護のあり方は、急勾配の山を下るに際し

最重要ポイントの１つ
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２．最近の医療・介護政策の動向

＜医療・介護制度改革の経緯：この10年の歩み＞

○2006年 医療制度構造改革（一回り前の「戌年」）

・小泉構造改革：「聖域なき構造改革」

・現在の制度的枠組みを規定

高齢者医療制度、特定健診等、

協会健保制度、7対1看護、

医療計画（PDCAサイクル等）
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○2008年 「社会保障国民会議」最終報告

○2009年 民主党政権への「歴史的政権交代」

・後期高齢者医療制度の廃止は、マニ

フェストの最重要項目→実現せず

○2011年 民主党政権の下での長期ビジョン発表

・２０２５年ビジョン

・社会保障・税一体改革の一環
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○2012年 自公政権への政権交代

○2013年 社会保障制度改革プログラム法成立

○2014年 医療・介護総合確保推進法成立

○2015年 医療保険制度改革法成立、医療法改正

○2017年 介護保険法改正（介護医療院創設）

○2018年 惑星直列
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○「２０２５年」の意義：高齢化のピークではない

○「象徴的な年」

・「団塊の世代」が皆７５歳以上の後期高齢者に

・医療・介護サービスに対するニーズが質・量両面

で大きく変化する可能性

・現在の医療・介護サービス提供体制で十分対応

できるのか、という基本的な問題意識
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３．医療計画制度の概要
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○1980年代：病床規制のためのツールとして導入

「駆け込み増床」問題を引き起こした

○2006年改革：医療計画の見直し（2008年度～）

・「4疾病5事業」

・PDCAサイクル

○2013年度～：「5疾病5事業」＋「在宅医療」の重視
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○2018年度～

①「地域医療構想」の位置付け

②計画期間の変更：6年間を1期とすることに

→医療と介護の連携*

＊もう１つの改革提案（私案）

・診療報酬・介護報酬の3年ごとの同時改定の実施
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４．地域医療構想の策定・推進
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＜参考＞福岡県の地域医療構想
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５．新たな介護保険施設の創設

○療養病床の在り方等に関する検討会

・改革の「選択肢」を整理

・「住まいの機能」を重視した新たな類型を提案

○社会保障審議会「療養病床の在り方等に関する特

別部会」の場において、具体的制度設計を検討

・２０１６年末に意見書を取りまとめ

・介護保険改正法→2017年5月末成立
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○介護医療院の基本的性格

①もはや病院（病床）ではない

②医療法に言う「医療提供施設」である

③介護保険適用施設とする

○他の施設等への影響

・老人保健施設の中間施設としての「純化」？

・特養との競合？
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６．「在宅ケア」をめぐる論点

○Aging in Placeのとらえ方

・一方に「住み慣れた場所に住み続け、老いること」

という見方

・他方に、「日本創生会議」提言のような考え方

：医療・介護資源に大きな地域差がある現状に合

わせて、人が移住

・（私見）「（その人にふさわしい）適切な場所」という

のが本来の意味ではないか
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○超少子高齢社会／人口減少社会

・何らかの形での「集住」は不可避

→「コンパクト・シティ」

・そのための多様な選択肢が必要

・「在宅」≠「自宅」
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○QOL/QOD（Quality of Death）
・超少子高齢社会、多死社会では、QOLとともに

QODも重要な指標

・英国The Economist誌による

The 2015 Quality of Death Index
・2010年版では、日本は40か国中23位
・2015年版では、日本は80か国中14位に上昇
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７．国民健康保険制度の改革
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○都道府県単位での保険者の再編成の方向

・政管健保→協会けんぽ（2008年度～）

・市町村国保→都道府県単位での財政運営

（2018年度～）

・ただし、統合の方向性が逆であることに注意

○医療の需給を都道府県単位で考えていこうという

基本的発想
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＜参考＞発表者の近年の主な著作

○尾形裕也（2000）『21世紀の医療改革と病院経営』日本医療企画
○尾形裕也、田村やよひ編著（2002）『看護経済学』法研
○尾形裕也、山崎泰彦編著（2003）『医療制度改革と保険者機能』東洋経済

新報社
○尾形裕也（2005） 「保険者機能と世代間利害調整」 田近・佐藤編『医療

と介護の世代間格差』 東洋経済新報社 所収
○黒川清・尾形裕也監修（2006）『医療経営の基本と実務（上）戦略編』日経

メディカル開発
○尾形裕也（2007） 「医療費の財源問題」 『病院』 2007年7月号所収
○尾形裕也（2007） 「先進諸国の医療保障・提供制度の類型論と制度改革

の動向」 田中・二木編『医療制度改革の国際比較』 勁草書房 所収
○尾形裕也（2008） 「医療計画と在宅医療」 佐藤智編『明日の在宅医療・

第1巻』 中央法規 所収
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○尾形裕也（2009） 『志なき医療者は去れ：岩永勝義、病院経営を語る』
MASブレーン

○尾形裕也、田近栄治編著（2009） 『次世代型医療制度改革』
ミネルヴァ書房

○尾形裕也（2009） 『看護管理者のための医療経営学』
日本看護協会出版会

○尾形裕也（2010）「後期高齢者医療制度の総括と新制度の展望」
『社会保険旬報』No.2410所収

○尾形裕也（2010）「わが国の医療政策と病院の経営持続可能性」
『病院』2010年8月号所収

○尾形裕也（2011）「高齢者医療制度改革会議最終とりまとめに関する考
察」 『月刊基金』2011年3月号所収

○尾形裕也（2011）「医療計画及び医療圏のあり方についての考察」
『病院』 2011年11月号所収

○尾形裕也（2012）「日本における在宅医療の現状、課題及び展望」
『季刊社会保障研究』Vol.47 No.4 所収



○尾形裕也（2013）「健康経営とコラボ・ヘルス」 『健康保険』 9 月号所収

○尾形裕也（2013）「PDCAサイクルに基づく医療計画の評価」 『病院』

2013年9月号所収

○尾形裕也（2013）「健康経営の現状と展望」 『PROGRESS』12月号所収

○尾形裕也、津野陽子、古井祐司（2014）「健康経営の推進を通じた全体最

適の実現」 『週刊社会保障』 No.2759,2760所収

○尾形裕也（2014）「健康経営と医療費適正化」 『ECO-FORUM』 Vol.29 
No.2,3所収

○尾形裕也（2014）「社会保障の全体像と医療提供体制のあり方」 『社会

保障の国際比較研究』 ミネルヴァ書房所収

○尾形裕也（2014）「企業の体力の源となる健康経営」 『人間会議』2014夏
号所収
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○尾形裕也（2014）「健康経営と企業経営の関わり」

『産業保健21』77号所収

○尾形裕也（2014）「国民健康保険の制度改革の方向性と課題」 『公衆衛

生』2014年12月号所収

○尾形裕也（2015）『看護管理者のための医療経営学：第2版』

日本看護協会出版会

○尾形裕也（2015）「地域医療構想と保険者の役割」 『健康保険』 Vol.69 
No.8所収

○尾形裕也（2015）「新公立病院改革ガイドラインと公立病院の経営戦略」

『医療白書2015/2016』所収

○尾形裕也（2015）「地域医療構想の位置付けと課題」 『病院』 Vol.74
No.3所収
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○尾形裕也（2016）「ケアの財源調達に関する考察」 『社会保障研究』

Vol.1 No.1所収

○尾形裕也（2016）「健康経営と医療機関経営」

『医療白書2016/2017』 所収

○尾形裕也（2016）「医療経済の現状と課題」

永井良三監修『医と知の航海』西村書店所収

○尾形裕也（2016）『日本の医療政策と地域医療システム』

日本医療企画

○尾形裕也（2017）「地域医療構想と公立病院の経営戦略」『公営企業』

Vol49. No.4 所収

○尾形裕也（2017）「健康経営におけるコラボヘルス」『エルダー』Vol39 
No.8 所収
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○尾形裕也（2017）「地域における病院のポジショニング」

『看護』Vol69. No.15 所収

○東京商工会議所（2017）「健康経営アドバイザー初級テキスト」

（尾形一部執筆）

○厚生労働省保険局（2017）「データヘルス・健康経営を推進するための

コラボヘルスガイドライン」

（尾形総監修・執筆）

○尾形裕也（2018）「健康経営の現状と課題：医療機関における健康経営」

『社会保険旬報』 No.2699  pp26-34
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