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展望するのは2040年

特 集 １ 展望するのは2040年 ～｢ポスト・社会保障と税の一体改革｣の取り組み

～｢ポスト・社会保障と税の一体改革｣の取り組み
度などの普及支援といった、
自然に健康になれる環

健康寿命の延伸や医療・福祉サービスの改革などを
テーマに掲げ、高齢化のピークを見据えた議論を開始
～厚生労働省の新たな改革本部～

介護分野では、
介護施設における業務フローの分

境づく
りの推進も挙げられています。

析・仕分けを基に、
①介護助手、
②センサーを含む介

現役世代の減少を見込んで
医療・福祉サービスの改革プラン

護ロボッ
ト、
③ICTの活用等を組み合わせた業務効率
化のモデル事業を2018年度中に開始し、
効果を検証

医療・福祉サービスの改革プランの方向性には、
「ロボット・AI・ICT等の実用化推進、
データヘルス

厚生労働省は2018年秋、
「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部｣を設置し、いわゆる
団塊ジュニア世代が高齢者となる時期を見据えた政策に関する議論を開始しました。国民誰もがよ
り長く元気に活躍できる社会を実現するため、①多様な就労・社会参加の環境整備、②健康寿命の
延伸、③医療・福祉サービスの改革による生産性の向上、④給付と負担の見直し等による社会保障
の持続可能性の確保 ― をテーマに掲げて取り組みを進めていくとしています。

疾病予防・重症化予防など3分野を
中心に健康寿命延伸プラン

改革」
「タスクシフティング
（業務の移管）
を担う人材の

の上、
全国普及を図ることが示されました。
また、
オンラインでの服薬指導を含めた医療の充実
も検討課題にされています。

育成、
シニア人材の活用推進」
「組織マネジメント改

なお、
データヘルス改革については、
2020年度まで

革」
「経営の大規模化・協働化」
の4つの改革が挙げ

の工程表に、
次のような8つのサービス提供を目指すこ

られました。

とが掲げられています。

2025年以降、
社会の担い手である現役世代の減

①保健医療記録共有
（初診時等に医療関係者が

少が一層進むと見込まれる中で、
生産性の向上を図

患者の過去の健診・診療・処方情報等を共有＝

ることにより、
必要かつ適切な医療・福祉サービスが確

2020年度からの稼働を目指す）

者間の格差の解消を図ることによって、
個人・集団の

実に提供される現場を、
4つの改革を通じて実現する

健康格差を解消し、
健康寿命のさらなる延伸を図る、

としたものです。

といったことが挙げられました。

などが挙がっています。

②救急時医療情報共有
（医療的ケア児・者等の救
急時や災害、
事故の際に、
医療関係者が、
迅速に

ロボッ
ト・AI等の実用化構想の検討やデータヘル

必要な患者情報を共有＝2019年度中にシステム
本格運用）

新たな展望は、
2019年10月に予定される消費税率

生活習慣病の発症・重症化予防のため、
医療機関

ス改革に関し、
2020年度までの事業の着実な実施

10％への引き上げによって、
2025年を念頭に進められ

と保険者・民間事業者等が連携し、
医学的管理と運

と、
それ以降の絵姿
（医療情報の標準化、
全国的な

③健康スコアリング
（健保組合等の加入者の健康状

てきた社会保障と税の一体改革が区切りとなるため、

動・栄養等のプログラムを一体的に提供して住民の

保健医療情報ネッ
トワーク等）
・工程表を策定すること

態や予防・健康増進等への取組状況をスコアリン

「その次｣を見据えた検討を進めるものとなります。
改革本部は、
厚生労働大臣を本部長としており、
部局横断的な政策課題について従来の所掌にとら
われることなく取り組むため、
プロジェクトチームが置か
れています。

行動変容を促す仕組みの構築や、
認知症予防を加
えた認知症施策の推進などがプランとして想定され
ています。
疾病予防、重症化予防については、保険者に対
する
（支援金の交付などの）
インセンティブ措置の強

取り組みのうち、
健康寿命の延伸と医療・福祉サー

化、先進・優良事例の横展開等による疾病予防・重

ビスの改革プランについては、
2019年の夏をめどに策

症化予防の推進のほか、
がんの早期発見に向けた

定するとしています。
2040年に向けた目標と2025年ま

精度の高い検査方法などの研究・開発も挙げられま

での工程表が示されます。

した。

健康寿命延伸プランの方向性については、
「次世

また、
高齢者が身近な場所で定期的に集い、
身体

代を含めた全ての人の健やかな生活習慣形成等」

を動かす場などを大幅に拡充することや、
介護予防

「疾病予防・重症化予防」
「介護予防・
フレイル対策、

事業と高齢者の保健事業
（フレイル対策）
との一体実

認知症予防」の3分野を中心に据えています。
健康

施の推進、
野菜摂取量増加に向けた取り組みなどの

無関心層へのアプローチを強化しながら、
地域・保険

横展開、
民間主導の健康な食事・食環境の認証制

団塊ジュニア世代

取り組み概要
2040 年を展望し、
誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現を目指す
現役世代の人口の急減という新たな局面に対応した政策課題
多様な就労・社会参加

【雇用・年金制度改革等】
●更なる高齢者雇用機会の拡大に
向けた環境整備
●就 職氷河期世代の就職支援・職
業的自立促進の強化
●中途採用の拡大
●年金受給開始年齢の柔軟化、被
用者保険の適用拡大、私的年金
の拡充
●地域共生・地域の支え合い

フレイル

第 1 次ベビーブームとされる1947 年～ 1949 年生まれが団

加齢とともに、心身の活力
（例えば筋力や認知機能等）が低

塊の世代と言われるのに対し、第 2 次ベビーブームの 1971 年

下し、生活機能障害、要介護状態、そして死亡などの危険性が

～ 1974年生まれの世代を指すものとして使われている。

高くなった状態を指す
（厚生労働省の説明資料による）
。

健康寿命の延伸
【健康寿命延伸プラン】
※2019 年夏をめどに策定
●2040 年の健康寿命延伸に向け
た目標と2025 年までの工程表
●健康無関心層へのアプローチの
強化と、地域・保険者間の格差の
解消により、以下の3分野を中心
とした取り組みの推進
①次世代を含めた全ての人の健
やかな生活習慣形成等
②疾病予防・重症化予防
③介護予防・フレイル対策、認知
症予防

医療・福祉サービス改革
【医療・福祉サービス改革プラン】
※2019 年夏をめどに策定
●2040 年の生産性向上に向けた
目標と2025 年までの工程表
●以下の４つのアプローチにより、
取り組みを推進
①ロボット・AI・ICT 等の実 用化
推進、データヘルス改革
②タスクシフティングを担う人材
の育成、シニア人材の活用推進
③組織マネジメント改革
④経営の大規模化・協働化

引き続き取り組む政策課題
給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保
（厚生労働省資料に基づいて作成）
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特 集 １ 展望するのは2040年 ～｢ポスト・社会保障と税の一体改革｣の取り組み

グし、
経営者に通知＝2020年度から企業単位のレ

報管理センターにおいて管理・分析することで、
創

つながるといった考え方です。
今後、
医療機関の受診

（2017年5月改正）
した｢健康寿命延伸産業分野に

ポート作成）

薬等の革新的治療法や診断技術の開発を推進）

にとどまっている患者等を運動・栄養等のプログラムに

おける新事業活動のガイドライン｣によると、
無資格で

⑧AI
（ゲノム医療、
画像診断支援、
診療・治療支援、

つなげ、
費用面を含めた効果を実証して全国展開す

ある民間事業者が、
医師からの運動または栄養に関

ることなどが描かれています。

する指導・助言に従い、
その範囲内で、
医学的判断お

④データヘルス分析
（各種データベースで保有する
健康・医療・介護の情報を連結し、
分析可能な環境

医薬品開発、
介護・認知症、
手術支援の重点6領

を提供＝2020年度中にシステム本格稼働）

域を中心に、
必要な研究事業等を実施）

⑤科学的介護データ
（科学的分析に必要なデータを
新たに収集するデータベースを構築・分析し、
科学

医師の指導・助言でスポーツクラブ
等が運動・栄養プログラムを提供

的に効果が裏付けられたサービスを国民に提示＝
2020年度からデータベースの本格運用開始）
⑥乳幼児期・学童期の健康情報
（健診・予防接種等

医療機関と保険者・民間事業者等の連携による予

の健康情報の一元的な閲覧、
関係機関間での適

防事業の展開については、
医学的管理と運動・栄養

切な健診情報の引き継ぎ、
ビッグデータとしての活

プログラム等の一体的な提供が想定されています。
生活習慣病の発症や重症化のリスクがある者に

用＝2020年度からの運用開始を目指す）
⑦がんゲノム
（がんゲノム医療中核拠点病院等から

対しては、
医療のほか適切な運動・栄養等のプログラ

収集されたゲノム情報や臨床情報を、
がんゲノム情

ムを組み合わせて提供することが、
重症化の予防に

医師による運動、
栄養に関する指導・助言に基づ

よび技術を伴わない方法で疾病等の予防のための

いて、
スポーツクラブ等の民間事業者
（または医療機

運動・栄養指導サービスを提供することは適法
（医行

関が自ら）
が運動指導・栄養指導を行うことなどが想

為に該当しない）
とされています。
医学的判断・技術を

定されます。
保険者は、
運動プログラム等への参加勧

伴わない方法には、
ストレッチやマシントレーニングの方

奨を行うなどの連携です。

法を教えること、
ストレッチやトレーニング中に手足を支
えることが例示されています。

厚生労働省と経済産業省が2014年3月に策定

健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン
産業競争力強化法第 9 条に、新事業活動を実施しようとする者

が高い事業を類型化し、グレーゾーン解消制度の活用とも併せ、

は、主務大臣に対して、事業活動に関する規制法の解釈と事業活

当該事業を実施しようとする事業者が適切に事業を実施できる

動に対する当該規制法の適用の有無について確認することがで

よう、参考となる基本的な法令解釈や留意事項が、
「健康寿命延伸

きると規定されている
（グレーゾーン解消制度）。特に医療・介護

産業分野における新事業活動のガイドライン｣としてまとめられ

分野と関係の深い「健康寿命延伸産業」においては、事業者ニーズ

公表されている。

医療機関と保険者・民間事業者等の連携による予防事業の展開
（政策スキームの粗いイメージ）
消費税負担の補てん、
精緻な対応で
適正化される見通しに

保険者へのインセンティブ ➡ インセンティブ交付金等
●インセンティブ交付金等に取組状況を反映 (個人インセンティブの付与も含めて評価 )

医療機関へのインセンティブ
➡ 診療報酬等
●患者に運動処方や継続的な

指導等を行った場合の診療報
酬による評価
●健診結果等から自由診療とし
て運動指導を行い、その対価
を徴収

保険者
ICT を活用し
た関係 者間
での情報共 医療機関への受
有
診勧奨
運動プログラム等
への参加勧奨

医療機関
⑤実施状況報告
⑥報告を受け
②
民間事業者の紹介 治療に反映
( 運動・栄養処方 )
①受診

民間事業者・医療機関へ
のインセンティブ ➡ 経済
的支援

● 保健事業のスキームによ

る費用補助

民間事業者
または医療機関
( 運動プログラム、
栄養プログラムの実施 )

③プログラム
への参加 ④プログラム
の提供

住

民

( 生活習慣病の患者等 )

※医療機関による運動処方を促
進するため、健 康増進施設の
プログラムを明確化。

※地方自治体が保険者と連携し、
食生活改善推進
員などの地域ボランティア等の協力も得ながら、
健康意識の向上や医療機関への受診勧奨など
の取り組みを進める。

住民へのインセンティブ ➡ 医療費控除、民間保険の補てん
●健康増進施設等におけるプログラム参加費用を医療費控除の対象とする

●運動処方を受けることを条件に、
プログラム参加費用を民間保険において償還

その結果、案として、2019 年度の対応では、①補
てん点数の設定に当たり、算定回数の見込みと実績
の相違を是正するため、直近の通年実績の NDB デー

財務省の財政制度等審議会・財政制度分科会が

タを使用する、②一般病棟入院基本料・療養病棟入

2018 年 11 月にとりまとめた 2019 年度予算の編成等

院基本料について、療養病床の割合で病院を分類し

に関する建議の中で、2019 年 10 月に予定される消

て課税経費率を見る、③入院料で補てんするに当た

費税率 10％への引き上げに伴い、医療機関等が負担

り、課税経費率だけでなく、病院種別や入院料別ご

する仕入税額相当額を診療報酬で補てんする際の対

との入院料シェアも考慮し、補てん点数を決定す

処方法が挙げられました。

る、④初・再診料と入院料の配分について、診療所に

適切に補てんするに当たり、①医療保険制度内で

配分される財源は、ほぼ全額を初・再診料に充てる

の対応とする、②総額において医療機関等が負担す

のではなく、まず無床診療所（補てん項目は初・再診

る仕入税額相当額の範囲内での対応とする、③各科

料のみ）の補てんを考慮して初・再診料への配分を

間、診療所・病院間、病院の類型間において、それぞれ

行い、病院における初・再診料と入院料の比率を変

の仕入税額相当額の総額に基づき財源配分を行った

え、入院料の割合を高める ― といった対応が挙げ

上で、各類型の中で看護配置基準別のデータも用い

られていました。

るなど、できる限り精緻な対応とする ― といった
点を基本的な考え方にすべきと提言しています。
前回の消費税対応改定
（2014 年度）では、補てん不
足や医療機関種別ごとの補てんのバラつきが発生し
たことが、厚生労働省の調査によって把握されてい
ました。

こうした内容で配点を行っていた場合、
前回の補て
んがどうなっていたかを、
2016 年度の実績数値に基
づいてシミュレーションしたところ、
医療機関種別ご
とのバラつきの是正が見込まれるとされています。
前回改定における補てん状況の調査結果による
と、
3％相当負担額と報酬上乗せ分の対比である補

一方、中央社会保険医療協議会の診療報酬調査専

てん率は、病院 85.0％、医科診療所 111.2％、歯科診療

門組織の分科会では、より精緻な対応で補てんのバ

所 92.3％、薬局 88.3％でしたが、シミュレーション結

ラつきなどを是正するため、補てん方法の改善策を

果は、病院 100.6％、医科診療所 99.8％、歯科診療所

検討してきました。

98.7％、
薬局 97.7％になったことが示されています。

（厚生労働省資料に基づいて作成）
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