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○ＴＰＰへの
対応状況について対応状況について
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ＴＰＰの経緯

○ 昨年１１月の総理記者会見で、野田総理は、「ＴＰＰ協定交渉参加に向けて関係国との協
議に入る」旨を表明。現在、関係国（ＴＰＰ協定交渉参加９カ国）との協議を実施している。

○ 関係国との協議などを通じて得られた情報によると、医療分野に関して、ＴＰＰ協定交渉
では、現在のところ、

・ 混合診療の全面解禁、営利企業の医療参入、公的医療保険制度の在り方そのもの

・ 医師などの免許に関して、他国の免許を相互に認め合うこと（相互承認）
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・ 医師などの免許に関して、他国の免許を相互に認め合うこと（相互承認）

は、議論されていない。

※ 医薬品に関しては、償還制度の透明性等を担保する制度を整備し、手続保障を確保することについて、提案をし
ている国がある一方で、貿易交渉で議論する権限がないと主張している国があるとの情報がある。なお、米国は、
医薬品に関して、健康保険払戻制度の運用においての透明性と手続きの公平性の基本規範が尊重されること等
の様々な提案を行っている模様。

○ ２月７日に行われた米国との協議では、公的医療保険制度の廃止を米国が他のＴＰＰ交
渉参加国に要求していることはないとの説明があった。

※ 米国は、他の機会でも、ＵＳＴＲのカトラー代表補が、ＴＰＰ協定は、日本や他の国に自国の医療保険制度の民営
化を強いるものではない、いわゆる混合診療を含め、民間の医療サービス提供者を認めることを要求するもので
はない旨を説明。（３月１日米国アジアビジネス・サミット）



今後の方針

○ 今後は、野田総理が記者会見で表明したとおり、「各国が我が国に求めるものについて
更なる情報収集に努め、十分な国民的な議論を経た上で、あくまで国益の視点に立って、
ＴＰＰについての結論を得ていく」ことになる。

○ このため、現在、政府としては、各国との協議を通じて得られる情報を含め、地方におけ
る説明会や業界団体への説明会を通じ、国民の皆様への一層の説明や情報提供を行っ
ている。

＜実施状況＞

○ 仮に、ＴＰＰ協定交渉に参加することになった場合には、

・ 国民皆保険制度を堅持するとともに、

・ 我が国の安心・安全な医療が損なわれないように、

交渉、対応する所存。
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＜実施状況＞

・ 主要都市（神戸（３月１７日）など）でのシンポジウムの開催

・ 都道府県や業界団体への説明



○税制改正要望
の状況についての状況について
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○平成元年４月診療報酬改定（消費税導入時）
診療報酬改定 医療費ベース ＋０．１１％
薬価改定 医療費ベース ＋０．６５％

合 計 医療費ベース ＋０．７６％

○平成９年４月診療報酬改定（消費税引上げ時）
診療報酬改定 医療費ベース ＋０．３２％
薬価改定 医療費ベース ＋０．４５％

（特定保険医療材料分０．０５％を含む）

合 計 医療費ベース ＋０．７７％
※ただし、同年度消費税引き上げ分とは別で以下の改定を実施

診療報酬改定 医療費ベース ＋０．９３％
・・・診療報酬の合理化を図るための改定

薬価改定 医療費ベース －１．３２％
よって消費税引上げ分とそれ以外の改定分の合計で、平成９年は＋０．３８％の改定。

消費税（医療機関の“損税”）
○社会保険診療は⾼度の公共性を有する観点から消費税が非課税とされている。一方、仕入れに係る消費税については
課税扱いであるが、診療報酬において消費税分を上乗せすることで医療機関等に負担のないよう措置してきた。
○しかし、診療報酬による消費税部分の上乗せ幅は十分ではないと指摘されている。

（出典）「社会保険診療収入に対する控除対象外消費税の発生状況」
（平成23年６月 日本医師会）

①従来の診療報酬の引き上げ（右図の網掛け
部分）では、十分に医療機関の控除外対象
消費税の負担がカバーできていない。

②また、高額な設備投資を行っている医療機関に
ついては、極端に大きな負担が生じている
（右図の波線円部分）。

※平成21年度の調査で、病院の高額な設備投資と
しては、建物、医療機器（MRI、CT、RI）等が挙げられ

ている。

等の問題点が指摘されてきた。

医療関係団体の主な主張
※ 下図の点は、各医療機関の消費税負担を表す。
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社会保障・税一体改革大綱（平成24年2月17日閣議決定）

第２部 税制抜本改革 第３章 各分野の基本的な方向性 １．消費課税
（１）消費税

消費税率（国・地方）は、「社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成」への第一歩として、2014年４月１日より
８％へ、2015年10月１日より10％へ段階的に引上げを行う。消費税（国・地方）の税率構造については、食料品等に対し軽減

税率を適用した場合、高額所得者ほど負担軽減額が大きくなること、課税ベースが大きく侵食されること、事業者の負担が増
すこと等を踏まえ、今回の改革においては単一税率を維持することとする。
（略）
（２）消費税率の引上げを踏まえ検討すべき事項

今回の改正に当たっては、社会保険診療は、諸外国においても非課税であることや課税化した場合の患者の自己
負担の問題等を踏まえ、非課税の取扱いとする。その際、医療機関等の行う高額の投資に係る消費税負担に関し、新
たに一定の基準に該当するものに対し区分して手当てを行うことを検討する。これにより、医療機関等の仕入れに係
る消費税については、診療報酬など医療保険制度において手当てすることとする。また、医療機関等の消費税負担に

対応の方向性
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る消費税については、診療報酬など医療保険制度において手当てすることとする。また、医療機関等の消費税負担に
ついて、厚生労働省において定期的に検証する場を設けることとする。なお、医療に係る消費税の課税のあり方につ
いては、引き続き検討をする。（略）
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からない仕入れ

材料等の消費税
負担がある仕入れ
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材料等の消費税
負担がある仕入れ
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設備
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従来の対応

今回の増税に
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診療報酬で広く薄く措置

高額な設備投資は重点的に対応

医療機関の仕入れ

医
療
費



事業税における社会保険診療報酬等に係る特例措置

8＜出典＞いずれも平成23年11月16日政府税制調査会 総務省提出資料より

○全国知事会
「平成24年度税財政等に関する提案(平成23年10月)」
５ 社会保険診療報酬に係る課税特別措置の見直し

事業税における社会保険診療報酬に係る課税の特別措置の見直し（所得計算の特例及び医療法人に対する軽減税率の適用の撤廃）を
行うこと。

○日本労働組合総連合会
Ⅱ．税制改革に関する要請項目（連合「2012-2013年度政策制度要求と提言」）
７．国と地方は、地方分権にふさわしい地方税・財政をめざして改革を行う。
（８）法人事業税の診療報酬に対する非課税措置を見直す。

事業税における社会保険診療報酬等に係る特例措置に関する意見



＜参考＞平成23 年度 第18 回税制調査会議事録（平成23 年11 月16 日（水））

○辻厚生労働副大臣

◆ 事業税における社会保険診療報酬等に係る特例措置についてでございますけれども、我が国の社会保険診療は、世界に冠たる我が
国の国民皆保険制度の中で、社会保険診療報酬という低廉な公定価格の下で、日本全国どこでも全ての国民に必要な医療サービスを提
供するものでございます。この意味で、社会保険診療が極めて高度の公共性、公益性を有していることは自明でございます。実際、医療
法は、営利を目的としないということを基本に据えており、また、医師、歯科医師等は、正当な理由なく診療を拒めない応招義務などの制
約も受けていることについて、深く御理解をいただきたいと思います。

事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置については、国民皆保険の中で必要な医療を提供す
るという観点や税負担の公平を図る観点を考慮した上で、地域医療を確保するために必要な措置について引き続き
検討します。
事業税における医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平を図る観点や、地域医療を確保するために

必要な具体的な措置等についてのこれまでの議論を踏まえつつ、平成25 年度税制改正において検討することとしま
す。

平成24年度税制改正大綱（平成23年12月10日閣議決定）

◆ また、社会保険診療以外の部分、いわゆる自由診療部分に係る特別措置については、例えば正常分娩を含む周産期医療や、住民の
健康診断、予防接種など、公共性は高いものの、保険対象外である医療サービスが含まれているところでございます。このように、患者の
生命を守る、こうした治療を行う医師や医療法人の存在は、社会保険診療、自由診療部分ともに国民生活を守る砦の一つであり、地域医
療の重要な基盤として公共サービスを自ら行っている立場であると考えております。

◆ ここで、事業税の性格にも触れさせていただきたいと思いますが、平成12 年の政府税調の答申や税に関する文献などを見ておりますと、
法人事業税は事業活動を行うに当たって受ける地方公共団体の各種行政サービスに要する経費を分担するという考え方に基づき課税す
るものとされているところでございます。

◆ すなわち、国税たる法人税は担税力といった租税能力説に課税の根拠を求めているのに対し、地方税たる事業税は地方公共団体から
受ける利益に応じた課税がなされるという租税利益説に立つものであり、課税に対する考え方が異なっているわけでございます。医療機関
に対する事業税の特例は、昭和27 年に創設されておりますが、国税に関する租税特別措置というのは、地方税法における附則に位置し
ますが、本特例は地方税法の本則に位置付けられているものであり、そうした意味合いで言えば、これは税法の本法に位置付けられたも
のであるわけでございます。それは、とりもなおさず、医療法人が民間とは言え、公立病院同様に地域住民の健康保持に不可欠なサービ
スとして、行政サービスの一翼としての機能を担っていることに着目しているからと言うべきものだと考えております。

◆ 以上のような観点から、医療について政策的な配慮から事業税に関する特別措置が講じられていることは、むしろ当然のことと言うべき
ものでありまして、厚生労働省といたしましては、今後ともこれらの措置の存続を強く求めていきたいと考えております。
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社会保険診療報酬の金額 概算経費率

2,500万円以下 ７２％

2,500万円超 3,000万円以下 ７０％

４段階税制（概算経費控除）

医業又は歯科医業を営む個人及び医療法人が、年間の社会保険診療報酬が5000万円以下であるときは、
当該社会保険診療に係る実際経費にかかわらず、当該社会保険診療報酬を4段階の階層に区分し、
各階層の金額に所定の割合を乗じた金額の合計額を社会保険診療に係る経費とすることができる特別措置。

小規模医療機関の事務負担を軽減することにより、その経営の安定化を図り、良質かつ適切な医療を効率
的に提供する体制の確保を図る観点から設けられている。
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2,500万円超 3,000万円以下 ７０％

3,000万円超 4,000万円以下 ６２％

4,000万円超 5,000万円以下 ５７％

＜会計検査院の意見表示（平成２３年１１月８日）のポイント＞
１．多額の自由診療があっても社会保険診療報酬の総額が

５，０００万円以下であることにより特例を適用している。
２．特例の概算経費率と実際経費率に開差があることにより多額の措置法差額が生じている。
３．特例適用者のほとんどが実際経費を計算した上で、概算経費率と比較して有利な方を選んでいる。
４．特例の有効性について適切な検証が行われておらず、見直しを行うための

検討・検証が十分に行われていない。

＜出典＞平成２３年１１月８日 税制調査会 財務省資料より



会計検査院から意見表示がなされている社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税

特別措置の見直しについては、会計検査院から指摘された制度の適用対象となる基準のあり方
等に留意しつつ、小規模医療機関の事務処理の負担を軽減するという特例の趣旨に沿ったもの
となるよう、課税の公平性の観点を踏まえ、厚生労働省において適用実態を精査した上で、
平成25年度税制改正において検討することとします。

＜参考＞平成23 年度 第17 回税制調査会議事録（平成23 年11 月15 日（火））

○辻厚生労働副大臣

• 私ども厚生労働省といたしましては、会計検査院の御指摘は真摯に、かつ謙虚に受け止める必要がある
ものと考えております。

• 一方で、本特例措置は、小規模零細医療機関の経営の安定を図り、地域医療に専念させることを目的と
して昭和29 年に立法化されたものでありますが、これは社会保険診療報酬額が十分ではない当時の状

平成24年度税制改正大綱（平成23年12月10日閣議決定）

して昭和29 年に立法化されたものでありますが、これは社会保険診療報酬額が十分ではない当時の状
況の中でそれを税制で補完する役割を担うこととして措置されたものでございます。翻って、時を経た今
日、国家の財政状況が厳しい中で社会保険診療報酬を大幅に引き上げることが困難な状況であることは
御高承のとおりでございます。また、地域医療が疲弊している昨今において、本措置を無くすことは地域
医療の確保にも大きな打撃を与えるものと言わなければなりません。更に、今年３月の東日本大震災によ
り東北地方を中心に地域の医療提供体制の脆弱な状況に拍車がかかっていることにも十分留意する必
要があると思います。

• なお、会計検査院の調査データのとり方が不適切と申し上げるつもりは毛頭ございませんが、私どもとい
たしましては、サンプルが都市部に偏っているという印象を抱いたことを指摘しておきたいと思います。

• いずれにせよ、見直しに当たっては地域医療の崩壊の現状や原因を明らかにすることも含めた十分な実
態調査が必要だと思います。

• 以上のような見地から、厚生労働省といたしましては、本措置を直ちに見直すことは適当ではないと考え
ております。
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○医療保険制度の現状
と改革の方向性についてと改革の方向性について
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医療保険制度の現状と課題

非正規雇用の増加① 少子高齢化の進行 医療の高度化③ ④中低所得者の
増加と偏在

②

○ 市町村国保の財政悪化

 無所得者・失業者・非正規
労働者等の低所得者や、
高齢者が多く加入すると
いった構造的問題

 市町村の一般会計から
多額の法定外繰入れ

○ 高齢者医療費は更に
増加する一方、支え手
は減少

 高齢者医療費を支える
支援金は、加入者数に応じ
た負担が基本のため、財政
力の弱い協会けんぽや健保
組合の負担が重い

○ 医療の高度化で
負担が重い患者が増加

 がん、難病等の新薬登場で
高額薬剤が増加、高額薬剤
の長期服用で負担の重い
患者が増加

 現行の高額療養費は、
非課税世帯ではない

○ 被用者保険が適用され
ない被用者が増加

 正規労働者中心の雇用前提
等が変化し、非正規労働者
が増加するなど、就労形態
が多様化

 市町村国保の世帯主の職業
を見ると、被用者が約３割
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○ 中小企業が加入する
協会けんぽの財政悪化

 賃金の低下

 毎年の保険料率の引上げ
8.20％（21年度）

→ 9.34％（22年度）
→ 9.50％（23年度）
→ 10.00％（24年度）

 70～74歳の患者負担は、
法律上２割負担とされて
いるが、毎年度、約2,000
億円の予算措置により１割
負担に凍結中

非課税世帯ではない
中低所得者の負担が重く、
また、近年この層の人数
が増加

を見ると、被用者が約３割
を占めている

近年の社会経済情勢の変化に対応するための医療保険制度の機能強化が必要



医療保険制度改革の方向性

①働き方にかかわりなく同じ保障を提供

・ 短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大に併せ、被用者保険の適用拡大を実施。

（年金機能強化法案（公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国
民年金法等の一部を改正する法律案）を平成24年3月30日に国会提出）

②所得格差を踏まえた基盤の安定化・強化

・ 国民健康保険制度の安定的な運営を確保するため、国民健康保険の財政基盤強化策を
恒久化するとともに、財政運営の都道府県単位化の推進、都道府県調整交付金の割合の
引上げ等（国民健康保険法の一部を改正する法律が平成24年4月5日に成立）
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④長期・高額な医療に対応するためのセーフティネット機能を強化

③世代内・世代間の負担の公平化

・ 増大する長期・高額な医療に対応するための高額療養費の改善に必要な財源と方策を検討

・ 外来診療の現物給付化に引き続き、まずは年間での負担上限等の導入

・ 高齢者医療について、高齢者医療制度改革会議のとりまとめ等を踏まえ、
高齢者医療制度の見直し

・ 具体的内容について、関係者の理解を得た上で、平成24年通常国会に、
後期高齢者医療制度廃止に向けた見直しのための法案を提出

・ 財政状況の厳しい協会けんぽの財政基盤の安定化・強化



○高額療養費自己負担限度額
の検討状況についての検討状況について

15



高額療養費の見直しと受診時定額負担の議論

○ 一体改革の『成案』では、長期にわたって医療費の負担が重い患者の負担の軽減を図るため、①一般所得者の
所得区分の細分化、②年単位の上限の設定、を提案し、その財源（保険料2500億円、公費1200億円）を確保する
ため、受診時定額負担を提案（外来受診時に100円の負担、低所得者は50 円）。

○ 受診時定額負担は、患者間で負担を支え合うことになるので反対。別の形で、高額療養費の改善策を検討すべき。

民主党の「社会保障と税の一体改革調査会」での意見

一体改革「成案」での提案

○ 高額療養費の見直しの規模を圧縮した形で、所得や期間の点でより負担が重い方に重点化した見直しを行うべき。

○ 高額療養費については、制度の持続可能性の観点から、高額療養費を保険者が共同で支え合う仕組みや給付の重点
化を通じて、高額療養費の改善に必要な財源と方策を検討する必要がある。

○ 他方、こうした抜本的な見直しまでの間も、高額な医療費の負担を少しでも改善することが必要である。このため、
平成２４年４月からの外来現物給付化に引き続き、まずは年間での負担上限等を設けることについて、所要の財源を
確保した上で、導入することを目指す。その際、年収３００万円以下程度の所得が低い方に特に配慮する。

一体改革大綱(24年2月17日閣議決定) → 受診時定額負担の導入は見送り

16



１０年間で約２倍

高額療養費の改善について

○ 高額療養費制度は、高額な医療費がかかった時に、定率
負担による高額な自己負担によって、家計が破綻しないよう、
所得に応じて自己負担に上限を設ける仕組み。

○ 高額療養費は、自己負担割合の引き上げや医療の高度化
等により、１０年間で２倍程度に増加（平成１１年度：約8200
億円→平成２１年度：約１兆８２００億円）。
今後も医療費の伸びを大きく上回って増加することが見

込まれる。

（億円）

高額療養費の支給額

7,966 8,229 8,507 8,312
9,335

13,156
14,074

14,530 14,905

16,234
17,130

18,191

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

平成10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

高額療養費について

被保険者本人負担２割→３割

○ 医療が高度化する一方で、がんや難病など長期にわ
たって負担が重い患者が生じている。

○ 特に、現在の制度では、７０歳未満の一般所得者の
所得区分の年収の幅が大きい（年収約２１０万～７９０
万円）ため、中低所得者層の負担が重い。

○ 自己負担上限額は月単位で設定されているため、自
己負担上限額は超えないが、長期にわたって負担が
重い方の負担が軽減されない場合もある。

月単位の上限額

上位所得者
150,000円＋（医療費－500,000）×

１％
<４月目～：83,400円>

一般所得者
（年収約210万円(※)～約790万円）

(※)３人世帯(給与所得者/夫婦子1人)の
場合 約210万円
単身(給与所得者)の場合 約100万円

80,100円＋（医療費－267,000円）×
１％

<４月目～：44,400円>

低所得者

(住民税非課税)
35,400円

<４月目～：24,600円>

現行の自己負担上限額（７０歳未満）現行の高額療養費の課題

給付費増は、保険料と公費による負担
（15年度以降、自己負担の大幅な見直しは行っていない）
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外来診療における高額療養費の現物給付化について

外来診療において、同一医療機関等での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を
事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関等に支給することで、窓口での支払いを自己負担限度
額までにとどめる取扱い（現物給付化）を導入。

＜主な手続き＞

○ すべての年齢の被保険者及び被扶養者について、同一の保険医療機関又は保険薬局において同一月の外来診療の窓口負担
（定率一部負担。同一月での複数回の受診を含む）が自己負担限度額を超える場合、窓口での支払いを自己負担限度額まで
にとどめる。

○ 所得によって自己負担限度額が異なるため、被保険者等は保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、この認定証を
保険医療機関等の窓口で提示。

○ 過去１２ヶ月に３回以上同一の保険医療機関等で高額療養費に該当する場合、多数該当の自己負担限度額で現物給付化。

＜実施時期＞

（※）入院は既に現物給付化している。

導入前 導入後
被保険者

医療機関（外来） 保険者

①医療費の３割（約１５万円）を
窓口で支払い（※）

②高額療養費
の支給申請

③高額療養費（約７
万円）の支給

（例）通院で高額な保険給付を受けた場合（医療費約５０万円）
【同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合】

被保険者

医療機関（外来） 保険者

①自己負担限度額の範囲
（約８万円）で支払い（※）

◇所得区分の認定証を提示

②高額療養費の請求
（レセプトの提出と併せて）

③高額療養費（約７万円）
の支給

◇保険者から所得区分
の認定証を交付

＜実施時期＞

○ 平成２４年４月１日から全保険者で実施（平成２３年１０月政令改正）。

※被保険者は医療機関でいったん支払う窓口負担が
自己負担限度額までですむ。一度に多額のお金を
立て替えて用意する必要がなくなる。

※医療機関は未収金の減
少が期待できる。

（※）医療費が50万円の場合、一般所得者は自己負担限度額が82430円。
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○難病対策について
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難病対策の現状と課題

特定疾患治療研究事業
〈医療費助成〉

（56／130疾患）
（H24:350億円）

臨床調査研究分野のち、治療が極
めて困難で、かつ医療費が高額な疾
患について、医療の確立、普及を図
るとともに、患者の医療費負担の軽
減を図る。

現在の医療費助成・研究事業の対象疾患

20

臨床調査研究分野
（１３０疾患）

・希少性（患者数５万人未満）
・原因不明
・治療方法未確立
・生活面への長期の支障

の４要素を満たす疾患から選定し原因
究明などを行う。

研究奨励分野
（２３４疾患）

４要素を満たす疾

患のうち臨床調査研
究分野に含まれない
ものであって、これ
まで研究が行われて
いない疾患について

、実態把握や診断基
準の作成、疾患概念
の確立等を目指す。

重点研究分野
（革新的診断・治療法
を開発）

横断的基盤研究分野
（疾患横断的に病因・

病態解明）

指定研究
（難病対策に関する行政的

課題に関する研究）

減を図る。

難治性疾患克服研究事業
〈研究費助成〉
（H24:100億円）

難病、がん、肝炎等
の疾患の克服（難治
性疾患克服研究関

連分野）

難病患者の全遺伝
子を極めて短期間に
解析し、早期に原因
解明及び新たな治療
法・開発を推進する。



＜課 題＞

○ 医療費助成・研究事業の対象
疾患が限られており、不公平感
がある。

○ 医療費助成の医師の診断が甘
くなっている等、事業の公正性に
問題がある。

○ 医療保険制度に上乗せされる
他の公費負担医療制度との均衡
が図られているかどうか検討が 685
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特定疾患治療研究事業の予算額と
都道府県への交付率の推移

（億円） （％）

が図られているかどうか検討が
必要。

○ 医療費助成については、毎年
総事業費が増加しており、都道
府県の超過負担が拡大してい
る。

○ 治療研究の推進、医療体制の
整備、国民への普及啓発、福祉
サービスの充実、就労支援等、
総合的・包括的な施策が求めら
れている。
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事業費 国庫補助 都道府県への交付率％
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難病対策の見直しの方向性

○公平性の確保 希少・難治性疾患の患者を、公平に対策の対象とする。
○公正性の確保 透明性を確保し、認定の適正化を行うなど公正性を確保する。
○他制度との均衡の確保 制度の設計にあたっては、他制度との均衡を図る。
○制度安定性の確保 将来にわたって安定的な制度とする。

○総合的･包括的な施策の実施 治療法の早期確立のための治療研究の推進、医
療体制の整備、国民全体の理解を深めるための啓発普及、福祉サービスの充
実、就労支援等を始めとした総合的･包括的な施策を実施する。

改 革 の 具 体 的 方 向 性 平成２４年度予算における対応

○特定疾患治療研究事業費の確保

280億円 → 350億円
・・・過去最大の前年度比２５%増

○年少扶養控除の廃止等による地方
財政の増収分の対応の一部（269億

円）を特定疾患治療研究事業の地方

厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会や厚生労働省副大臣を座長とする「新たな難
治性疾患対策の在り方検討チーム」などで、難病対策の抜本的な見直しについて検討中

22

社会保障・税一体改革大綱【難病関係部分抜粋】
［平成２４年２月１７日閣議決定］

３．医療・介護等②
（12）難病対策

○（3）の長期高額医療の高額療養費の見直しのほか、難病患者の長期かつ重度の精神的・身体的・経済的負担を
社会全体で支えるため、医療費助成について、法制化も視野に入れ、助成対象の希少・難治性疾患の範囲の拡大
を含め、より公平・安定的な支援の仕組みの構築を目指す。
また、治療研究、医療体制、福祉サービス、就労支援等の総合的な施策の実施や支援の仕組みの構築を目指す。

☆ 引き続き検討する。

実、就労支援等を始めとした総合的･包括的な施策を実施する。

法整備についても視野に入れて、検討を進める
以上の観点を盛り込み、希少・難治性疾患対策の基本となる

法整備についても視野に入れて、検討を進める

円）を特定疾患治療研究事業の地方
の超過負担の財源として活用（平成２
４年度暫定的対応）

充足率 47.2％ → 95.2%



○医療提供体制の見直し
（医療法改正項目）について（医療法改正項目）について
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一般病床
（107万床）

【2011(H23)年】

高度急性期

一般急性期

亜急性期等

【2025(H37)年】

地
域
に
密
着
し
た
病
床

「施
設
」か
ら
「地
域

【取組の方向性】
○入院医療の機能分化・強化と連携

・急性期への医療資源集中投入
・亜急性期、慢性期医療の機能強化 等

○地域包括ケア体制の整備
・在宅医療の充実

・看取りを含め在宅医療を担う診療所等
の機能強化
・訪問看護等の計画的整備 等

医療・介護機能の再編（将来像）

患者ニーズに応じた病院・病床機能の役割分担や、医療機関間、医療と介護の間の連携強化を
通じて、より効果的・効率的な医療・介護サービス提供体制を構築します。

医療・介護の基盤整備・再編のための集中的・計画的な投資

療養病床
（23万床）

介護療養病床

介護施設
（92万人分）

居住系サービス
（31万人分）

在宅サービス

長期療養

介護施設

居住系サービス

在宅サービス

病
床
で
の
対
応

地
域
」へ
・「医
療
」か
ら
「介
護
」へ

・在宅介護の充実
・居住系サービスの充実・施設ユニット化
・ケアマネジメント機能の強化 等

【患者・利用者の方々】
・病気になっても、職場や地域生活へ早期復帰
・医療や介護が必要になっても、住み慣れた地
域での暮らしを継続

医療法等関連法を順次改正

２０１２年診療報酬・介護報酬の同時
改定を第一歩として取り組む
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＜地域包括ケアシステム＞＜地域包括ケアシステム＞
（人口１万人の場合）（人口１万人の場合）

通院

・グループホーム
（16→37人分）
・小規模多機能
（0.25か所→２か所）
・デイサービス など

退院したら退院したら

医療
介護 ・介護人材

(207→

356〜375人)

通所

■ 高度急性期への医療資源集中投入などの入院医療強化
■ 在宅医療の充実、地域包括ケアシステムの構築

どこに住んでいても、その人にとって適切な
医療・介護サービスが受けられる社会へ

改革のイメージ

病気になったら病気になったら

亜急性期・回復期

救急・⼿術など⾼度医療早期退院

（人員１.6倍
〜2倍）

急性期病院

包括的包括的
マネジメントマネジメント

・在宅医療連携拠点
・地域包括

在宅医療の充実、地域包括ケアシステムの構築

訪問介護
・看護

住まい

⾃宅・ケア付き⾼齢者住宅

⽼⼈クラブ・⾃治会・介護予防・⽣活⽀援 等

生活支援・介護予防

・在宅医療等
（１日当たり

17→29人分）
・訪問看護
（１日当たり

2９→49人分）

・24時間対応の定期
巡回・随時対応サー
ビス（15人分）

通所

在宅医療
・訪問看護

※地域包括ケア
は、人口１万人程
度の中学校区を単
位として想定

※数字は、現状は2011年、目標は2025年のもの

・医療から介護への
円滑な移⾏促進

・相談業務やサービス
のコーディネート

元気でうちに
帰れたよ

亜急性期・回復期
リハビリ病院

集中リハビリ
→早期回復

日
常
の
医
療

・地域の病院、拠点病院、回復期病院の役割
分担が進み、連携が強化。

・発症から⼊院、回復期、退院までスムーズ
にいくことにより早期の社会復帰が可能に

・在宅医療連携拠点
・地域包括
支援センター

・ケアマネジャー

かかりつけ医

地域の連携病院
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２．医療・介護等①
（地域の実情に応じた医療・介護サービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化）

○ 高齢化が一段と進む2025 年に、どこに住んでいても、その人にとって適切な医療・介護サービスが受けられる
社会を実現する。

○ 予防接種・検診等の疾病予防や介護予防を進め、また、病気になった場合にしっかり「治す医療」と、その人らしく
尊厳をもって生きられるよう「支える医療・介護」の双方を実現する。

（１）医療サービス提供体制の制度改革

○ 急性期をはじめとする医療機能の強化、病院・病床機能の役割分担・連携の推進、在宅医療の充実等を内容とする
医療サービス提供体制の制度改革に取り組む。

＜今後の見直しの方向性＞

社会保障・税一体改革大綱（抄）
平成２４年２月１７日 閣議決定

第１部 社会保障改革
第３章 具体的改革内容（改革項目と工程）

＜今後の見直しの方向性＞
ⅰ 病院・病床機能の分化・強化

・ 急性期病床の位置付けを明確化し、医療資源の集中投入による機能強化を図るなど、病院・病床の機能分化・強化
を推進する。

・ 病診連携、医療・介護連携等により必要なサービスを確保しつつ、一般病棟における長期入院の適正化を推進する。
ⅱ 在宅医療の推進

・ 在宅医療の拠点となる医療機関の趣旨及び役割を明確化するとともに、在宅医療について、達成すべき目標、
医療連携体制等を医療計画に記載すべきことを明確化するなどにより、在宅医療を充実させる。

ⅲ 医師確保対策

・ 医師の地域間、診療科間の偏在の是正に向け、都道府県が担う役割を強化し、医師のキャリア形成支援を通じた
医師確保の取組を推進する。

ⅳ チーム医療の推進

・ 多職種協働による質の高い医療を提供するため、高度な知識・判断が必要な一定の行為を行う看護師の能力を
認証する仕組みの導入などをはじめとして、チーム医療を推進する。

☆ あるべき医療提供体制の実現に向けて、診療報酬及び介護報酬改定、都道府県が策定する新たな医療計画に基づく
地域の医療提供体制の確保、補助金等の予算措置等を行うとともに、医療法等関連法を順次改正する。そのため、
平成24 年通常国会以降速やかな法案提出に向けて、関係者の意見を聴きながら検討する。 26



＜平成24 年度の主な関連施策等＞
○ 上記（１）～（３）を実現するため、平成24 年度では主に以下の関連施策等を実施する。
（２）医療計画作成指針の改定等

○ 平成24 年度における都道府県による新たな医療計画（平成25 年度より実施）の策定に向け、
医療計画作成指針の改定等を年度内に実施する。

・ 医療機能の分化・連携を推進するため、医療計画の実効性を高めるよう、二次医療圏の設定の考え方
を明示するとともに、疾病・事業ごとのＰＤＣＡサイクルを効果的に機能させるよう見直す。

・ 在宅医療について、達成すべき目標、医療連携体制、人材確保等を記載する。
・ 精神疾患を既存の４疾病に追加し、医療連携体制を構築する。

（３）補助金等予算措置による取組の推進
○ 医療サービス提供体制の強化や地域包括ケアシステムの構築に向け、補助金等必要な予算措置を行う。
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【医師の養成、配置のあり方】

○総合的な診療を⾏う医師や専⾨医の養成のあり⽅について、国において

検討を⾏う必要。

【医師確保対策のあり方】

○キャリア形成支援等を通じて都道府県が地域の医師確保に取り組むた

め、法制化等により都道府県の役割を明確化。

○都道府県は、医療圏・診療科ごとの医師の需給状況を把握し必要性の⾼

いところに医師を供給するなど、きめ細かな対応が必要。

地域の実情に応じた医師等確保対策

Ⅰ 基本的な考え方
○現在抱える様々な課題に取り組みつつ、医療を取り巻く環境の変化に対応した、より効率的で質の⾼い医療提供体制の構築。
○①医師等の確保・偏在対策、②病院・病床の機能の明確化・強化、③在宅医療・連携の推進、④医療従事者間の役割分担とチーム医療の
推進といった視点から、医療提供体制の機能強化に向けた改⾰に積極的に取り組んでいくべき。

Ⅱ 個別の論点について

【在宅医療の推進、医療・介護間の連携】

○在宅医療の推進には、複数の医療機関等の連携システムの構築など、

地域としての供給体制整備が不可⽋。そのためには、地域における多

職種での連携、協働を進めることが重要。

○在宅医療の拠点となる医療機関について、法制上、その趣旨及び役割

を明確化すべき。

○在宅医療を担う医療機関等の具体的な整備⽬標や役割分担等を医療計

画に盛り込むことを法制上明確にすべき。

在宅医療・連携の推進

医療提供体制の改⾰に関する意⾒のポイント（平成23年12月22⽇社会保障審議会医療部会）

【病床区分のあり方】

○一般病床について機能分化を進め、急性期医療への⼈的資源の集中化を
図るなど、病床の機能分化・強化が必要であり、法制化を含め、こうした
方向性を明らかにして取り組むことが重要。

○一般病床の機能分化を進め、急性期医療への⼈的資源の集中化を図るた
めの具体的方策について、検討の場を設け、早急に検討（※）。

【臨床研究中核病院（仮称）の創設】

○医薬品、医療機器等の研究開発を推進し、医療の質の向上につなげてい
くための拠点として臨床研究中核病院を法制上位置づけることなどについ
て検討。

【特定機能病院のあり方】

○⾼度な医療の提供を担う特定機能病院としての質を継続的に確保してい
くため、更新制度を導⼊する等、評価のあり⽅を検討。

病院・病床の機能の明確化・強化

画に盛り込むことを法制上明確にすべき。

【チーム医療の推進】

○限られたマンパワーで効率的かつ安全で質の⾼い医療を提供するため

に、チーム医療を推進していくべき。各医療関係職種が担う役割の重要

性を認識し、適切な評価をするべき。

【看護師、診療放射線技師等の業務範囲】

○安全性の確保とサービスの質の向上のため、現在看護師が実施してい

る⾼度かつ専⾨的な知識・判断が必要とされる⾏為について、教育・研

修を付加する必要。看護師が安全かつ迅速にサービスを提供するため、

その能⼒を⼗分に発揮するためにも、公的に認証することを含め一定以

上の能⼒を認証する仕組みは重要であり、この認証の仕組みの在り方に

ついては、医療現場の実態を踏まえたものとする必要（※）。

○診療放射線技師については、安全性を担保した上で、検査関連⾏為と

核医学検査をその業務範囲に追加することが必要。

※「急性期医療を担う病床の位置づけ」及び「看護師の⼀定以上の能⼒を公的に認証する仕組み」の法制化については、医療関係者と更なる意⾒調整が必要

医療従事者間の役割分担とチーム医療の推進
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医療計画見直しのスケジュール
平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度～

厚
生
労
働
省

（平成２２年１０月～平成２３年１２月）
社会保障審議会

医療部会における議論

改正指針等
を都道府県
へ提示

（平成２２年１２月～平成２３年１２月）
医療計画の見直し等に関する検討会

医療計画作成指針の改正案等について議論

29

都
道
府
県

医療計画の
策定

へ提示

指針などは３月30日付けで発出。また、それに先立ち、都道府県担当者向けの研修会を３月22日・23日実施済み。

医療計画の
実施

（計画期間は5年間）

29



医療計画の見直しについて

１．二次医療圏の設定について

二次医療圏の人口規模が医療圏全体の患者の受療動向に大きな影響を与えており、二次医療圏によっては当該圏域

で医療提供体制を構築することが困難なケースもある。

「医療計画作成指針」において、一定の人口規模及び一定の患者流入・流出割合に基づく、二次医療圏の設定の考え

方を明示し、都道府県に対して、入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられる場合は、見

直しを行うよう促しているところ。

２．疾病・事業ごとのPDCAサイクルの推進についてPDCA

疾病・事業ごとに効率的・効果的な医療体制を構築するためには、医療計画の実効性を高める必要があり、そのため、

・まず、全都道府県で入手可能な指標等を指針に位置づけ、都道府県がその指標を用いて現状を把握すること

・さらに、把握した現状を基に課題を抽出し、課題を解決するに当たっての数値目標を設定し、その目標を達成するための

施策等を策定すること

・また、定期的な評価を行う組織（医療審議会等）や時期（１年毎等）を明記し、施策等の進捗状況等の評価を行うとともに、

必要に応じて施策等を見直すこと

・最後に、これらの情報を住民等に公表すること

といったプロセスを「医療計画作成指針」に明示した。
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４．精神疾患の医療体制の構築について

医療計画に定める疾病として新たに精神疾患を追加することとし、「精神疾患の医療体制構築に係る指針」を策定す

ることにより、都道府県において、障害福祉計画や介護保険事業（支援）計画との連携を考慮しつつ、病期や個別の状

態像に対応した適切な医療体制の構築が行われるよう促しているところ。

５．医療従事者の確保に関する事項について

３．在宅医療に係る医療体制の充実・強化について

医療連携体制の中で在宅医療を担う医療機関等の役割を充実・強化するため、「在宅医療の体制構築に係る指針」を

示し、医療計画に定める他の疾病・事業と同様に、在宅医療について、介護保険事業（支援）計画との連携を考慮しつつ、

都道府県が達成すべき数値目標や施策等を記載することにより、医療計画の実効性が高まるよう促しているところ。

５．医療従事者の確保に関する事項について

今後、医療従事者の確保を一層推進するために、医療対策協議会による取り組み等に加えて、地域医療支援セン

ターにおいて実施する事業等（地域医療支援センター以外の主体による同様の事業を含む。）を医療計画に記載し、都

道府県による取り組みをより具体的に盛り込むよう促しているところ。

６．災害時における医療体制の見直しについて

東日本大震災で認識された災害医療等のあり方に関する課題に対し、「災害医療等のあり方に関する検討会」（座長：

大友康裕東京医科歯科大学教授）の報告書を踏まえ、災害拠点病院においてライフラインの確保やＤＭＡＴの保有等

の機能を強化すること、都道府県災害対策本部の下に医療チームの派遣調整等を行う派遣調整本部を設置すること等

を盛り込み、適切な災害医療体制を構築するよう、促しているところ。
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在宅医療・介護の推進について
― 在宅医療・介護あんしん２０１２ ―

施設中心の医療・介護から、可能な限り、住み慣れた生活の場において必要な医療・介護サービスが
受けられ、安心して自分らしい生活を実現できる社会を目指す。

○ 国民の希望に応える療養の場および看取りの場の確保は、喫緊の問題。
○ 「社会保障・税一体改革大綱」に沿って、病院・病床機能の分化・強化と連携、在宅医療の充実、重点化・

○ 我が国は国民皆保険のもと、女性の平均寿命86歳（世界1位）、男性80歳（同2位）を実現するなど、世界でも類を見ない
高水準の医療・介護制度を確立。

○ しかし、入院医療・施設介護が中心であり、平均入院期間はアメリカの5倍、ドイツの3倍。また自宅で死亡する人の
割合は、1950年の80％から2010年は12％にまで低下。

○ 国民の60％以上が自宅での療養を望んでいる。
○ 死亡者数は、2040年にかけて今よりも約40万人増加。

○ 「社会保障・税一体改革大綱」に沿って、病院・病床機能の分化・強化と連携、在宅医療の充実、重点化・
効率化等を着実に実現していく必要があり、2025年のイメージを見据えつつ、あるべき医療・介護の実現に
向けた策が必要。

○予算での対応

・日本再生重点化枠の活用等により、省横断的に在宅医療・介護を推進

○制度的対応

・在宅医療に関する達成すべき目標や医療連携体制等を医療計画に盛り込むこととし、介護保険事業計画との

連動の重要性等を記載した「在宅医療の体制構築に係る指針」を提示

（２４年度中に各都道府県で策定作業→２５年度から５年間の新計画）

・在宅医療の法的位置づけを含め、医療法改正について検討中

○診療報酬・介護報酬

・24年度同時改定において、在宅医療・介護を重点的に評価

■■2424年度は「在宅医療・介護」の推進に向け施策を総動員年度は「在宅医療・介護」の推進に向け施策を総動員【【在宅医療・介護あんしん在宅医療・介護あんしん20122012】】
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■本事業の目的

○ 高齢者の増加、価値観の多様化に伴い、病気を持ちつつも可能な限り住み慣れた場所で自分らしく過ごす「生活の質」を
重視する医療が求められている。

○ このため、在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、多職種協働による在宅医療の支援体制を構築し、医療と介護が
連携した地域における包括的かつ継続的な在宅医療の提供を目指す。

在宅医療連携拠点事業のイメージ

【24年度要求額 ：１８０４百万円 】

事業報告書の作成
・多職種連携の検討会において
抽出された課題と解決策

・２４時間体制やチーム医療体制の
実現方法や課題

・効率的な医療提供のための

事業終
了後

□在宅医療連携拠点事業
予算案 2,058百万円 （H23 109百万円）

重点化分 1,010百万円
復旧・復興分 1,048百万円

連携拠点に配置されたケアマネジャーの資
格を持つ看護師とＭＳＷ等が地域の医療・
介護を横断的にサポートすることで、病気を

地域包括支援センター

在宅医療連携拠点
（在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所・訪問看護ステー
ション等）

２４時間連携体制、チーム医療提供

アウトリーチや活動内容
・連携拠点を担う医療機関の医師
の役割や機能

・ＩＴを利用した多職種間の情報
共有のあり方 等

・データ収集・分析を通じて、
在宅医療連携拠点が地域に
おいて必要な役割を果たす

ための条件を見出していくこと
につなげる

・好事例の情報を広く関係者に
提供し、在宅医療の取組みの
全国的な向上を図る

・人材育成に関し
て積極的な役割
を担う

・医療福祉従事者
及び住民に対す
る普及啓発を行う

介護を横断的にサポートすることで、病気を
持ちながらも住み慣れた地域で自分らしく
過ごすことが可能となる

情報共有・連携

情報共有・連携

情報共有・連携

地域の診療所、薬局、訪問看護
ステーション、等

退院支援のサポート

複合型サービス
事業所等

医療と介護の協働

保健所

情報共有・連携

人材の育成・普及啓発

病院（急性期、亜急性期、回復期）

看護、介護サービス

※復旧・復興分で実施する事業は、災害時に
必要な備品の整備を追加
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○薬事法改正について
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○ 薬害肝炎を踏まえ、二度と薬害を起こさないことが課題。

○ 平成22年４月に「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方
検討委員会」（大臣指示の下、局長参集の検討会）が「最終提言」を取りまとめ。

○ 最終提言は、安全対策を充実強化し、薬害の発生・拡大を防止するため、医薬品
行政を監視・評価する第三者組織の設置など、多岐にわたる内容。

○ 最終提言を受けて、平成23年３月に厚生科学審議会の医薬品等制度改正検討部会を設置し、

薬事法改正の状況について

①薬害再発防止の観点からの安全対策への対応、②医療上必要性の高い医薬品・医療機器等
を迅速に提供できるための方策、について、本年１月、制度改正の大まかな方向性を取りまとめ
ていただいた。

【取りまとめのポイント】
① 薬害再発防止の観点からの安全対策の強化

・ 「医薬品行政を監視・評価する第三者組織」は、法律の根拠を有する、新たな独立した組織を目指す
・ 製造販売業者等に対し、添付文書の届出義務を新たに設け、国の監督を明確化する など

② 医療上必要性の高い医薬品・医療機器等の迅速な提供
・ 医療上必要性が高い未承認医薬品・医療機器へのアクセス制度について、丁寧に議論したうえで創設
・ 医療機器の特性を踏まえた制度の創設、再生医療製品など先端的技術を用いた製品への対応 など

○ 薬事法改正法案は、今国会では提出を「検討中」の法案の位置づけ。関係機関等との調整な
ど、法案化に向けた作業を進めるとともに、運用の改善等について迅速に対応。 35



薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて（最終提言）の概要（H22.4）
（薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会）

第１ はじめに
○ 委員会は、薬害肝炎事件の検証と再発防止のための医薬品行政の見直

し等について提言することを目的に設置。

○ 開催経過：平成20年５月から平成22年３月まで23回開催。

第２ 薬害肝炎事件の経過から抽出される問題点

○ 薬害肝炎事件の経過の中から、今後の再発防止の観点から抽出される

問題点を整理。

(1)フィブリノゲン製剤に関する経過関連

(2)第Ⅸ因子製剤に関する経過関連

(3)上記製剤を通じた事実関係

○ 平成21年度は新たに以下の検証を実施し、問題点を整理

(1)事件当時の行政及び製薬企業担当者へのヒアリング

(2)臨床試験・治験

(3)承認審査

①安全性・有効性の評価、②審査手続、審議の中立性・透明性等、

③添付文書、④再評価

(4)市販後安全対策等

①情報収集体制の強化、②得られた情報の評価（新たなリスク管理

手法の導入等）、③リスクコミュニケーションの向上のための情報

の積極的かつ円滑な提供と患者・消費者の関与、④副作用情報の本

人への伝達や情報公開の在り方、⑤適正な情報提供及び広告による

医薬品の適正使用、⑥ＧＭＰ調査、⑦ＧＶＰ，ＧＱＰ調査、⑧個人

輸入

(5)医療機関における安全対策、(6)健康被害救済制度

(7)専門的な知見を有効に活用するための方策

厚生労働省医薬食品局

(2)医療関係者の意識調査（医師アンケート、医師インタビュー）

(3)被害者実態調査（患者調査、遺族調査）

第３ これまでの主な制度改正等の経過

○ 医薬品行政のこれまでの主な制度改正等について整理。

・薬事法改正等の経過関係

・医薬品行政組織の変遷関係

第４ 薬害防止のための医薬品行政等の見直し

○ 薬害の再発防止のための医薬品行政等の抜本的見直しを提言。

(1)基本的な考え方

①医薬品行政に携わる者に求められる基本精神及び法の見直し、 ②医

薬品行政に係る行政機関の体制とこれに携わる人材の育成、

③薬害教育・医薬品評価教育、

④薬害研究資料館の設立、

⑤専門家の育成と薬剤疫学研究等の推進

(7)専門的な知見を有効に活用するための方策

(8)製薬企業に求められる基本精神等

第５ 医薬品行政を担う組織の今後の在り方

○ 医薬品行政組織についての議論を整理

・医薬品行政組織の一元化（国か独立行政法人か）などの論点を中心に

議論。今年度は、職員に対するアンケート調査を実施。

・最終的には国が責任を負う形とすることなど、組織の形態にかかわら

ず、医薬品行政組織の望ましい在り方を指摘。

○ 第三者監視・評価組織の創設

・薬害の発生及び拡大を未然に防止するため、医薬品行政に関わる行政

機関の監視及び評価を行い、適切な措置を取るよう提言等を行う「第

三者組織」の設置が必要。

第６ おわりに

○ 提言実現のため、医薬品行政に関する総合的な基本法の制定を検討す

る必要があるとの意見があり、これも考慮されるべき。 36



薬事法等制度改正についてのとりまとめの概要（H23.12）
（厚生科学審議会 医薬品等制度改正検討部会（部会長：永井良三東京大学大学院医薬系研究科教授）において議論）

Ⅰ 医薬品・医療機器等関係者の安全対策への取組の
促進について
○ 薬事法の目的規定等の見直し

・医薬品・医療機器等に係る関係者の安全対策への取組につ

いて理念及び責務を新たに設ける。

Ⅱ 医療上必要性の高い医薬品・医療機器等の迅速な承
認等について
○ 希少疾病用医薬品・医療機器への開発支援

・患者数が特に少ない希少疾病用医薬品・医療機器を新

たに規定する。

○ 医療上必要性が高い未承認医薬品・医療機器へのｱｸｾｽ

はじめに
○ この医薬品等制度改正検討部会は、「最終提言」（※）を踏まえて、医薬品・医療機器等の安全対策の強化への対

応とともに、医療上必要性の高い医薬品・医療機器等を速やかに使用できるようにするための対応について、必要な
制度改正等の議論を行うために設置。

（※）「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」で取りまとめられた提言（平成22年４月公表）

○ この取りまとめ案を踏まえ、厚生労働省は、制度改正にとどまらず、運用の改善も含めた検討を進めて行くべき。
○ 開催経過：平成２３年３月から平成２３年１２月まで計１０回開催。

いて理念及び責務を新たに設ける。

○ 市販後安全対策の充実強化

・承認後においても条件又は期限を追加することを可能とす

る。

・医薬品・医療機器等の副作用報告先について、（独）医薬

品医療機器総合機構に一元化する。

○ 添付文書の位置付け等の見直し

・製造販売業者に対し、添付文書に関しての届出義務等を新

たに設ける。

○ 医薬品等監視・評価組織の設置

○ 回収報告の範囲拡大

・医薬品・医療機器等の自主回収の際に、回収の状況等につ

いても報告を行う仕組みを新たに設ける。

○ 患者とのリスクコミュニケーションの推進

○ ＧＭＰ調査の体制強化

○ 苦情解決機関

○ 医療上必要性が高い未承認医薬品・医療機器へのｱｸｾｽ

○ 優先審査権の付与

○ 医療機器の特性を踏まえた制度の創設

・ｿﾌﾄｳｪｱを医療機器として評価する仕組みを新たに設け

ることや、医薬品と医療機器を組み合わせた製品の取扱

いを明確化する。

・医療機器については、引き続き議論を進め、当面の薬

事法改正のみならず、必要な法制度について検討する。

○ 再生医療製品など先端的技術を用いた製品への対応

○ ＰＭＤＡ等の体制の充実

○ 臨床研究等

Ⅲ 医薬品等監視の強化について
○ 個人輸入等への対応強化

○ 指定薬物の取締りの強化

・麻薬取締官（員）の職務範囲に、薬事法に規定されている

指定薬物への取締りについて追加する。 37



（参考）
１．医薬品等関係者の安全対策への取組みの促進について
（１）理念・責務
（２）審査・承認後に判明したリスクへの対応の強化
（３）添付文書等に常に最新の状況が反映されるような措置の導入
（４）医薬品等監視・評価組織
（５）副作用報告先の一元化
（６）回収報告の範囲拡大

薬事法改正の検討項目

（６）回収報告の範囲拡大

２．医療上必要性の高い医薬品等の迅速な承認等について
（１）医療上必要な医薬品・医療機器の開発に対応した制度について
（２）医療上必要な医薬品・医療機器へのアクセスについて
（３）医療機器の特性を踏まえた制度のあり方について

３．医薬品等監視の強化について
指定薬物の取締の強化
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