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市郡地区医師会財政支援制度担当理事連絡協議会
地域包括ケアの充実に向けて新基金についての対応を検討!
!
広島県医師会副会長
広島県医師会常任理事

檜谷
中西

義美
敏夫

平成 年 月 日捷、広島医師会館にて標記連絡協議会を開催した。
現在国会で議論されている介護保険と医療提供体制の見直しを盛り込んだ医療・介護法案
は今国会で成立の見通しである。法案成立に伴い平成 年度より導入される新たな財政支援
制度（基金）は、消費税増収分および一般会計を財源として、病床の機能分化・連携、在宅
医療・介護の推進、医師・看護師などの医療従事者の確保といった医療・介護サービスの提
供体制改革を推進するために創設されたものである。
都道府県は病床の機能分化と連携、在宅介護の推進を柱とし、地域の実情に応じた「地域
医療ビジョン」の策定をせまられている。また地域の実情を反映した基金の活用が求められ、
各地区医師会の役割が極めて重要である。
これらの状況に鑑み、市郡地区医師会担当理事ら関係者間での情報共有ならびに今後の対
応などについて協議するため開催した。
以下、当日の概要を簡略に記す。
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挨拶（要旨）
広島県医師会長 平松 恵一
新基金の活用などについては、市郡地区医師
会の皆様方より 月から各種の事業を提案いただ
いているが、 月 日㈮に広島県で開催された
「新たな財政支援制度検討委員会」では、本会を
はじめとする関係団体からの提案事業が にも
及び総額では約 億円にも上っていた。
月 日㈪開催の国が実施する各都道府県個別
ヒアリングに向け、再度、広島県は関係団体へ
提案依頼を行った。基金の活用に際しては、複
数の団体での連携が望ましいとしている国の方
針を踏まえての対応である。
その結果、提案事業は
、総額約
億円の
事業になったと情報提供があった。今年度の対
応もさることながら、同制度が今後、毎年継続
される点、時代に応じ基金のテーマが変わって
くる点などを踏まえると、より地域の実情を反
映した基金の活用が求められ、各地区医師会の
役割が極めて重要であると判断する。
先日、日本医師会が開催した会議内で、厚生
労働省からは、この基金を活用して地域包括ケ
アの底上げを図り、消費税を納めて良かったと
地域住民が実感できるよう、事業の推進をお願
いしたいとの発言があった。
この事業に限ったことではないが、地域の実
情、各圏域での受療状況や医療資源の状況をよ
く分析し、地域からの取り組みを促すことがで
きればと考える。
国からの指示ではなく、
「広島県の医療は広島
県民みんなが作る」そうした体制を築きたいと
広島県医師会は考える。今後とも、県民の健康
増進のため、会員の先生方をはじめ、各団体の
役割分担を図りつつも情報の共有に努め、それ
ぞれが有機的な機能を発揮できるようご支援ご
協力をお願いする。

報告・協議事項
） 新たな財政支援制度について
広島県健康福祉局医療政策課長 坂上 隆士
今後、団塊の世代が後期高齢者となる
年
を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医
療・介護の推進、医師・看護師などの医療従事
者の確保・勤務環境の改善、地域包括ケアシス
テムの構築といった「医療・介護サービスの提
供体制の改革」が急務の課題である。
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このため、医療法などの改正による制度面で
の対応に併せ、消費税増収分を財源として活用
し、医療・介護サービスの提供体制改革を推進
するための新たな財政支援制度が創設された。
各都道府県に消費税増収分を財源として活用
した基金を作り、各都道府県が作成した計画に
基づき事業実施となる。
そのため、
「地域における公的介護施設等の計
画的な整備等の促進に関する法律」を改正し、
法律上の根拠を設けることとなった。この制度
は、まず医療を対象として平成 年度より実施
し、介護については平成 年度から随時実施と
なる。病床の機能分化・連携については、平成
年度は回復期病床への転換など現状でも必要
なもののみを対象とし、平成 年度からの地域
医療構想（ビジョン）の策定後に更なる拡充を
検討する。
なお、平成 年度は全国で
億円（うち
億円が消費税財源）が確保されているが、従前、
国庫補助で運営されていたいくつかの事業を本
基金で賄うことから、広島県ではうち約 ．億円
を既存事業の予算に充てる予定となっている。
新たな財政支援制度の仕組み（案）は図のと
おり。
月の新基金交付決定までの広島県のスケ
ジュールとして、 月 日㈮新たな財政支援制
度検討委員会を開催し、 月 日㈪都道府県個別
ヒアリング（平成 年度の事業として想定して
いる内容、基金の規模感など）に出席した。今
後の予定として、 月末に第 回検討委員会を開
催、 月には第 回都道府県個別ヒアリングに出
席し、平成 年度事業の検討状況や平成 年度
の規模感などについて報告・協議する予定であ
る。その後は 月頃に法律が成立した場合、 月
に国に協議会の設置、総合確保方針の提示が予
想されるため、 月には広島県の計画を策定、
月頃に国からの内示を受け、 月に交付決定と
いった流れとなるだろう。現在のところ、広島
県では 月の補正予算で対応を考えている。
交付の条件案として、①病床の機能分化・連
携のために必要な事業、②在宅医療（歯科・薬
局を含む）を推進するための事業、③医療従事
者などの確保・養成のための事業など、事業内
容が新たな財政支援制度の対象事業に合致して
いることや、都道府県計画の公正性・透明性の
確保、新基金の趣旨に鑑み、官民に公平に配分
することなどが求められている。
その他の留意事項としては、新基金の配分方
法について、人口、高齢者増加割合などの基礎
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的要因や県計画の評価などの政策的要因を勘案
することや、診療報酬やほかの補助金などで措
置されているものは対象とならないことがある。
また、すでに一般財源化されたものおよび地方
単独事業の単なる新基金への付け替えについて
は、慎重に検討することなども謳われている。
病床の機能分化・連携を推進するための基盤整
備については、平成 年度を含め、地域医療構
想（ビジョン）策定前においては、回復期機能
を担う病床などへの転換など、その地域での整
備が必要であることがビジョン策定前でも明ら
かとして県計画に定めたものが対象となる。
平成 年度から、従前の補助金ではなく、新
たな財政支援（基金）で対応することが可能と
なる事業として、地域医療支援センター運営事
業、看護師等養成所運営等事業、医療提供体制
推進事業費補助金などがある。これらの補助金
を広島県で置き換えた場合、約 ．億円程度とな
る。

質

疑

広島県が示したスケジュールについて、執行
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期間が非常に短くどう対応するのかと質問があ
り、広島県からは、単年度で必ず執行しなけれ
ばならないわけではなく、平成 年度に繰り越
し執行することも可能と回答があった。
また、広島県から、今回の基金総額は 億円
であるが、その内訳は、消費税増収活用分が
億円とその他の上乗せ措置分が
億円となって
いるため、来年度以降この上乗せ分については
状況が未定であるとの説明もあった。
事業によっては、長い期間を要し実施してい
くものも予想されるが、途中で支援の打ち切り
があるのか、診療報酬やほかの補助金などで措
置されたものは対象としないとあるが、このた
び新設された地域包括ケア病棟入院料などの対
応にも可能なのかといった質問があった。広島
県からは、国が示す交付の条件や留意事項に基
づき回答があった。
また、非常に短期間での事業申請であったこ
とから、現在申請のものを変更することは可能
かとの質問があり、広島県からは、中身の再検
討は必要であるとの回答があり、本会の檜谷副
会長は、事業申請が非常に多い現状を踏まえ、
平成 年度の計画として十分に練っていただき
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たいと回答した。
檜谷副会長からは、 月 日㈪開催された都道
府県個別ヒアリングの席上で、新基金の継続性
を質問したところ、国より新基金は再生基金と
は異なり法律に基づき対応するため、法律が改
正されない限り、数年間は継続すると説明を受
けたと報告があった。さらに、広島県の既存事
業が ．億円にも上ることについて、従来の補助
金額が他都道府県と比較し非常に貢献している
とも受け取れる。広島県行政への協力は今後も
惜しまないが、医療関係団体の代表として求め
るべきことは強く求めると発言した。団塊の世
代が後期高齢者となる
年問題を見据え、病
床機能の分化・連携のため、病床転換に必要な
費用としても活用して欲しいと出席者へ呼びか
けた。
質疑全般を通して、タイムスケジュールを共
有すること、各団体から申請の提案事業につい
ての順位付け、さらには他団体との調整も必要
となるといった意見があった。

） 新たな財政支援制度に係る関係団
体等の提案事業について
広島県健康福祉局医療政策課主任 橋本 泰之
広島県医師会をはじめ関係団体などへ事業提
案の依頼をしたところ、非常に短期間にも関わ
らず、多くの事業提案をいただいた。 月 日現
在、広島県から提供の資料によると、
の提案
事業があり、総額約
億円にも上る申請があっ
た。
広島県医師会をはじめとする四師会に加え、
圏域地対協や各市町、広島県精神科病院協会、
広島県訪問看護ステーション協議会などからも
申請があった。広島県からも従来補助金として
対応していたもの、また新規事業についても併
せて提案した。
また、これらの提案を保健医療圏で比較したと
ころ、全圏域から提案があった。今回の新基金
は、厚生労働省も「官民公平」と謳っている状況
にあるため、平成 年度よりはじまった地域医療
再生基金と比較したところ、広島県での提案段階
での官民比率は、官 ．％（ ．％）、民 ．％
（ ．％）と前回の再生計画とは真逆の結果と
なっていた。
※（ ）内数字は地域医療再生基金の％。
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） 市郡地区医師会などからの提案事
業と今後の対応について
新基金の対象事業として、①病床の機能分化・
連携のために必要な事業、②在宅医療・介護サー
ビスの充実のために必要な事業、③医療従事者等
の確保・養成のための事業の三本柱を国が示して
いる点を踏まえ、市郡地区医師会からの提案事業
の概略と今後の事業実施にあたっての優先事項や
ルール作りなどについて意見交換した。
市郡地区医師会担当役員からは、看護学校関
係として看護学校の施設整備や看護教育確保・
養成、院内保育所整備に関する事業展開を求め
る要望が多かった。次いで、現在広島県がモデ
ル的に実施している在宅医療推進拠点整備事業
の継続やI
CTを活用した地域医療ネットワーク
に関する事業の要望が多かった。
檜谷副会長から、ふるさと枠などの対応によ
り医師不足の件は将来的な見通しがついたが、
看護師不足の問題はまったく前に進んでいない。
年問題を見据えた場合、非常に大きな課題
である。また、在宅医療を推進する上で、訪問
看護ステーションにおけるマンパワーの不足も
深刻であることから、看護師対策の重要性を強
調した。
議論の結果、
①看護学校の施設整備や教員対策による看護
職員の確保
②現在モデル事業として実施の在宅医療推進
拠点整備事業への更なる支援
③ＨＭネットの継続的な運営
を平成 年度の柱として、県医師会から要望す
る方針とした。
今後は、 月末に開催予定の第 回新たな財政
支援制度検討委員会、 月中旬に予定の都道府県
個別ヒアリングの終了後、再度、市郡地区医師
会財政支援制度担当理事連絡協議会を開催し結
果などを報告することとした。

担当理事コメント
このたびの新基金は、単年度だけではなく複
数年度にまたがり事業計画を立てることが可能
である。ただし、厚生労働省からの説明では、
事業計画の策定にあたっては、どれだけ多くの
関係者を巻き込んだ大きな絵になっているか、
複数の団体との連携が望ましいとある。そのた
めにも団体間調整により協働で対応できるもの
は対応し、広島県の医療の充実を図りたい。

