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 長年にわたる医療費の抑制は、地域医療の崩壊という未曾有の危機をもたらし

た。とくに「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」に示された社会
保障費の伸びの抑制、すなわち 5 年間で国庫ベース 1.1 兆円の圧縮によって、医
療・介護提供体制の維持は困難となり、産科、小児科、救急医療、療養病床など

を中心に、医療・介護へのアクセスは確実に阻害されている。 
平成 21 年度予算編成にあたっては、何よりも社会保障費の機械的削減からの

方向転換が必要である。 
すでに、医療現場の疲弊は頂点に達し、医療機関の努力も限界に達している。 
このままでは、安全で良質な医療は失われ、国民の健康の維持・増進に深刻な

影響を与えることが懸念される。 
このような状況のなか、平成 21 年度予算編成は、医療再生に向けた明確な方

向性を示すものでなければならない。 
国民の生命、健康、生活を支える社会保障としての医療・介護制度の向上、地

域医療体制の再構築に向け、平成 21 年度予算概算要求に対して、別紙のとおり
要望する。 
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別紙 

 
平成 21 年度予算 概算要求へ向けての要望事項 

 
 
 
１．良質かつ安全、安定した医療提供体制の実現とそのための医師・看護師等

確保対策の確立 

   医師ならびに看護師等の不足・偏在は、現在の地域医療崩壊の根本の原因

となっている。 

寿命、健康寿命の延伸等により、国際的に高い評価を得てきたわが国の医

療制度を守るためには、この問題の解消が不可避である。 

国民が安心して良質な医療をあまねく享受できるよう、医師をはじめとし

た医療従事者の確保対策を強化すべきである。 

 

（１）「医師再就業支援事業」の拡充 
同事業は、「女性医師バンク事業」と「再就業講習会事業」を行っ

ており、女性医師がライフステージを通じて働くことのできる柔軟な

勤務形態の促進を図り、医師確保対策に資するものである。 
18 年度より確実に成果をあげつつある同事業の更なる拡充。 

①女性医師バンクの運営 

更に登録者を増やし、就業決定者の増加を目指すためのコーディネ

ーターの充実。 

②女性医師の再研修支援 

求職者が研修を希望する場合の、研修実施先への研修依頼。 

③女性医師の勤務環境の整備に関する病院長、病院開設者・管理者等へ

の啓発講習会の実施 

都道府県医師会と共催で講習会を実施。 

④女子医学生、研修医等をサポートするための講習会への継続支援 

都道府県医師会等と共催で講習会を実施。 

 

（２）保育システム相談員（仮称）の養成・普及【新規】 

現在ある多様な保育システムを効率よく利用するために、地域にお

ける保育資源について熟知し女性医師の相談に応じられる人材の養
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成、普及をはかることで、女性医師の勤務継続を支援。 

 
（３）多様な保育支援策の研究、実施【新規】 

院内保育所等以外の女性医師の保育支援の施策について研究し、モ

デル的に実施。 
 
（４）定年後の雇用継続、定年延長への支援【新規】 

ベテラン勤務医の経験活用のため定年後の雇用継続や定年延長に

取り組む医療機関を支援。 

 

（５）ドクターバンクの支援 

定年退職勤務医の経験活用のため地域医師会等の事業を支援（運営、

再就業研修等含む）。 

 

（６）勤務医に対する直接的な支援【新規】 

①救急医療機関における休日夜間等の救急診療件数に応じた補助 

②産科医療機関に対する分娩件数に応じた補助 

 

（７）看護師等養成所運営費補助の充実 

①看護師等養成所運営基準額の増額 

看護師・准看護師および助産師の不足を養成面から支える養成所運

営の国庫補助基準額の増額。 

②助産師開校促進事業費の充実 

助産師養成コース開設（定時制・全日制）に関わる開設資金の補助

金の増額。 

 

（８）医療安全の確保に資する死因究明のための第三者機関の設置 
平成 20 年度概算要求において制度施行の準備として若干の手当が

行われているが、死因究明のための第三者機関の設置について必要な

予算措置の実施。 
 

（９）行政処分を受けた者に対する再教育における助言・実技指導者に対する

手当等費用の補助 

平成 19 年度概算要求において若干の手当が行われているが、助言・
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実技指導者に対する手当等費用の補助。 

 

（10）行政処分の在り方に関する検討【新規】 

死因究明のための第三者機関設置に向け、行政処分の検討を行うた

めの医道審議会の下部あるいは別の新たな組織の設置に向けた検討。 

 

（11）医療機関における医療安全に資する改善策の充実【新規】 

医療事故における、医療機関の人的、物理的システムの問題に対す

る改善策の検討並びに費用の補助。 

 

 

２．安定した介護サービスの確保と質の向上のための支援 

   高齢者人口が増加していくなか、高齢者が住みなれた地域のなかで、

不安なく生活していく環境の整備を早急に行わなければならない。在

宅に偏重することなく、施設整備を進めるとともに、介護従事者の養

成・確保等、幅広い対応が必要である。  
高齢者の尊厳を守り、その生活を支えていくための財政基盤の確

立・強化が求められている。  
 
（１）介護サービスの安定した提供と、従事者の処遇改善を含む質の向上

のための介護報酬プラス改定の財源確保 

厳しい状況下にある介護サービス従事者の処遇改善を図り、在

宅療養や介護施設における多様なニーズに対応可能な事業者及び

従事者の確保と質の向上を推進するため、介護保険の財源を確保し、

健全な事業運営が可能となるような介護報酬上の評価。  
 

(２）かかりつけ医認知症対応力向上研修、認知症サポート医養成研修事業、

認定調査員等研修事業等の継続的実施及び拡充 

都道府県医師会が委託される場合が多く、増額の要求。 

 

 

３．医療における IT 化推進のための財政的支援 

   各医療機関がネットワークで接続され、強固なセキュリティーのもとで、

情報を共有し、患者、国民のために活用されるために、医療分野における
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IT 化が推進されることは望ましい。 

しかし、IT 化は、例えば期限を設けて強制的に実施するようなものでは

決してなく、十分な環境整備を図った上で、無理のない推進を図るべきで

ある。 

 

（１）レセプト手書き医療機関への支援 

代行入力支援（システム構築等）に必要な初期費用の手当て。 

 

（２）レセコン利用医療機関を対象としたオンライン化支援 

レセコン利用医療機関のオンライン請求対応費用の手当て。 

 

（３）医療情報連携の推進及びそのための環境整備 

医療情報交換及び適切な活用のため、一層の標準化推進と情報シス

テム間の互換性確保。環境整備の一環として、ガイドライン等の基準

に合致したネットワーク回線の安全性や医療情報取扱の適切さを評

価する組織等の検討。 

 

（４）地域単独医療費助成事業に係る電子的な請求ファイルの記録仕様の統一

【新規】 

レセプトの電子請求が進められる中、都道府県及び市町村が医療費

を助成する地域単独医療費助成制度については請求ファイルの記録

仕様が統一されていないことにより紙での請求が残り、非効率的。 

 

（５）保健医療福祉分野電子署名認証基盤（HPKI）の利用環境の拡大と一層の

セキュリティー基盤の整備【新規】 

HPKI が稼働したことから、これを用いた電子申請を可能とする、電

子証明書を格納する資格者カードを配布するなど利用に向けた環境

の拡大。医療連携等で医師等が安全にシステムにアクセスできるよう

な新たな認証基盤の整備。 

 

（６）IC タグの導入 

現状、IC タグにより患者同定と投与する注射や輸血の内容が正しい

ことを確認するとともに、これらの実施記録が残るようなシステムや

無線 IC タグが導入されつつある。これらの導入に係る費用の補填と
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して予算化。 

 

（７）オーダリングシステムの改良化 

薬剤をオーダーする際の、インシデント予防が今後の課題であり、

そのためのメンテナンス等の費用の予算化。 

 
 
４．地域医療再生のための連携体制の確立 

 地域住民が、それぞれの地域でさまざまな保健、医療、介護、福祉サー

ビスを受けるためには、各制度、機関等の円滑な連携が必要である。 

 さらに、地域間での格差なくサービスが受けられるよう、地域医療、ケ

ア体制の再構築が極めて重要な対応である。 

 その基本となるのは、医師、特に病院勤務医の確保対策と連動して、救

急医療、産科医療等、喫緊の対策が求められている分野への強力な支援で

ある。 

 

（１）「医療連携体制推進事業」及び「在宅緩和ケア対策推進事業」の拡充 

在宅医療を含む医療連携の推進は、地域医師会が主体的役割を担い、

地域全体をカバーするものでなければならない。医療連携やかかりつ

け医機能の構築・推進に有用な両事業の充実、及び都道府県負担分が

国負担分を下回る場合でも補助の対象とすることの要望。 

 

（２）「地域医療確保支援モデル事業」の充実【新規】 

医師確保対策等の地域医療の確保について、創意工夫を凝らした地

域の実情に応じた効率的・効果的な医療提供を行う全国的なモデルと

なる事業に対して助成する本モデル事業の充実、及び都道府県負担分

が国負担分を下回る場合でも補助対象とすることの要望。 

 

（３）へき地・離島における医師、医療機関支援 

①離島巡回診療ヘリ運営事業の拡大 

②へき地・離島の医師に対する ACLS 研修の推進（研修会運営費、機器導

入費等） 

 

（４）医師による病院前救護体制の充実 
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①ドクターヘリ事業の補助額の増強と実施地域の拡大 

②消防機関と連携したドクターカー事業の推進への補助 

 

（５）地域医師会等による初期救急医療への取組みの支援【新規】 

①救急医療機関の負担軽減策、かかりつけ医機能の支援策として、医師

会による住民への啓発活動（救急車の適正利用、市民セミナー）や、

地域の拠点的な病院への出務、急患センターの開設運営等の活動を支

援 

②周産期における在宅当番医制の運営などへの補助 

 

（６）専門特化した二次救急医療機関に対する支援【新規】 

二次救急医療における一般病院と専門病院との連携強化を前提と

して、専門的な病院に対する政策的な強化。 

①脳卒中等の機能に専門特化しようとする病院への施設・設備や運営へ

の補助 

②周産期医療等の特定の診療科・部門における輪番制の整備への補助 

 

（７）救急医療情報システムの充実【新規】 

救急医療機関における応需情報の入力要員の確保（24 時間体制）へ

の補助。 

 

（８）救急搬送受入コーディネーター事業の充実【新規】 

     コーディネーターに就任する医師の確保およびコーディネーター就

任医師を補助する職員の確保。 

 

（９）日本型 ER 機能の試行【新規】 

①ER 機能を導入する医療機関に対する補助 

②トリアージを行う医師の養成・確保、診療領域ごとに体系化されたバ

ックアップ体制、緊急検査等への対応能力整備への補助 

 

（10）救急電話相談事業の拡大・充実【新規】 

小児救急電話相談事業の全国普及と全国的な質の向上を図るため

センターの設置を補助。合わせて、同事業と連携した成人に対する電

話相談事業の導入、全国的な質の向上。 
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①小児救急電話相談事業の全国普及と質の向上 

②成人向け救急電話相談事業の実施 

 

（11）小児救急医療の充実 

医師会による初期の小児救急医療体制（休日夜間急患センター等）

の整備・充実と、小児救急医療支援事業の存続・充実。 

①初期小児救急医療体制の充実 

②小児救急医療支援事業の充実 

 

（12）教育の推進 

①開業医師を主たる対象とした ACLS 研修会費の補助。インストラクター

養成のための研修会費の補助 

②へき地・離島の医師に対する ACLS 研修の推進（研修会運営費、機器導

入費等） 

 

（13）地域包括支援センターの機能充実のための十分な人員確保対策の実

施 

地域包括センターは、包括的支援事業と介護予防支援業務の２

枚看板になっており、運営財源も地域支援事業交付金と介護報酬と

なっている。機能の充実等本来業務の徹底を図るため交付金の増額。 

 

（14）緊急臨時的救急医療確保事業【新規】 
救急医療再生には、在院日数短縮や病床削減等の医療費抑制を是正

し、国庫での整備が必要。①輪番あるいは通年で 24 時間対応する二
次救急医療機関への救急車整備を含む支援。②後方病床整備による救

命処置後の患者受入・リハビリや入院医療提供・在宅移行の推進。 
 
（15）精神科救急医療の充実【新規】  
     地域における精神科救急医療センターや精神科救急情報センタ

ー機能の整備を図るとともに、医療機関間の連携の強化を図るな

ど、精神科救急医療体制を充実させる。  
①精神科救急医療体制整備事業の充実・強化  

   ②情報システムを含む連携体制の強化  
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５．地域保健対策の充実・確立 

 疾病構造の変化によって、生活習慣病を中心とした予防医療の充実がより

強く求められている。 

 乳幼児から高齢者まで、個々人の生涯を通じて十分な保健対策が実施され

ることが重要な課題であり、その確立によって、健康寿命のさらなる延伸が

図られるべきである。 

 
（１）「子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業」の拡充 

同事業は、子どもの健康課題に適切に対応するため、各科専門医を

学校に派遣する体制を整備し、児童生徒の健康相談等を行うとともに、

子どもの健康管理の充実や保護者への啓発活動等を平成 20 年度から

実施している。同事業の拡充。 

 

（２）小規模事業場の労働者への産業保健サービスの拡充－地域産業保健セン

ター事業予算の増額－ 

労働者 50 人未満の小規模事業場では、産業医の選任義務が無いこ

とや経営基盤の脆弱性により産業保健サービスの提供が十分でない。

平成 20 年度より、医師による面接指導が小規模事業場にも義務付け

られた。本センター事業の更なる充実。 

 

（３）生活習慣病とくに糖尿病対策に対する補助 

平成 20 年度に新規で約 1.8 億円が、糖尿病等の生活習慣病対策推

進費が計上されたが、地域で活用できる予算ではない。新健康フロン

ティア戦略等において糖尿病対策推進会議の活用が明示されている

ことからも、各地域の糖尿病対策推進会議を活用した普及啓発活動費

としての拡充。 

 
（４）特定健診・特定保健指導事業にかかわる研修会費の補助 

特定健診・特定保健指導の実施にあたっては、個別の人にいかに保

健指導をしていくかが重要である。したがって、保健指導に従事する

者（看護師、准看護師等）の資質を確保しなければならない。そのた

めの研修会の補助として都道府県、市町村単位で開催するための費用

補助。 
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（５）特定健診・特定保健指導事業にかかわる電子化にあたっての補助 

健診・保健指導データは、全て電子化されることになっている。そ

のためのネットワーク接続費、及びセキュリティー対策の費用の補助。 
 

（６）日医認定健康スポーツ医を健診・保健指導プログラムに積極活用する体

制整備 

特定保健指導における日医認定健康スポーツ医の活躍が期待され

るところであるが、地域医療の場において、日医認定健康スポーツ医

が有機的に保健指導や運動指導を実施でき、中心的な役割を担える仕

組みづくりを積極的に推進。 

 

（７）マンモグラフィ緊急整備事業等の継続実施 

マンモグラフィ緊急整備事業を継続実施し、特にマンモグラフィ撮

影技師及び読影医師養成研修、マンモグラフィの機器整備等を推進。 

 

（８）地域がん診療連携拠点病院の整備費の増額 

地域がん診療連携拠点病院の整備を推進し、地域連携、相談支援、

情報提供等の一層の充実。 

 

（９）緩和ケアを治療の初期段階から実施できる体制の整備【新規】 

がん対策推進基本計画の重点課題のひとつである「治療の初期段階

からの緩和ケアの実施」を推進するため、緩和ケアを提供する体制の

整備。 

 

（10）がん検診普及啓発の一層の推進【新規】 

検診受診率の向上のため、がん検診の一層の普及啓発。 

 

（11）精神保健対策の充実 

①自殺総合対策の推進 

10 年連続で年間 3 万人を超える自殺者の減少の対策。 

②触法精神障害者対策の推進、充実 

   ③応急入院と移送制度の拡充     

④認知症疾患医療センターの充実、強化     
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⑤思春期精神医療拡充のための、専門スタッフの養成と専門病棟への補

助金     

⑥長期入院患者の退院促進に伴う地域における受け皿及びケア体制整

備の費用 

    ７万人退院促進のための受け皿づくりの推進。 

 
 

６．新型インフルエンザ等新興感染症対策の推進  
   新型インフルエンザをはじめとした新興感染症は、世界的規模での対応が

迫られている。 

わが国においても、常に新型インフルエンザを中心とした新興感染症の発

生を視野に入れながら、予防、蔓延の防止等の対策を万全にしておく必要が

ある。 

とくに、受入れ先の医療機関の体制の整備が、大規模な流行を回避する有

効な手段となり、これを確立するための対策の早急な確立・充実が必要であ

る。 

 

（１）新型インフルエンザ対策 
①医療機関におけるマスク、消毒薬の備蓄 

新型インフルエンザの発生と流行の拡大に備えて、医療機関におい

て使用するマスク、消毒薬を保健所に備蓄。 
②医療従事者に対する予防接種の公費負担 

新型インフルエンザワクチンのみならず、ワクチンで予防できる疾

患に対する医療従事者への予防接種について、健康被害救済などの公

費負担。 
③新型インフルエンザワクチンの製造・輸入による備蓄、抗インフルエ

ンザウイルス薬の備蓄の拡充【一部新規】 
ヒトに対する新型インフルエンザの発生に備えるため、新型インフ

ルエンザワクチンの製造・輸入により備蓄を拡充。抗インフルエンザ

ウイルス薬の備蓄を拡充。 
④新型インフルエンザワクチンの事前接種対象数の拡大【新規】 

新型インフルエンザワクチンの事前接種対象数を、平成 20 年度の
6,400 名（予定）から大幅に拡大。 
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⑤新型インフルエンザ発生時等の有事に備えた病床確保対策の推進【新

規】 
新型インフルエンザ対策の一環として病床確保対策を推進。結核病

床を削減する場合において、有事には新型インフルエンザ病室として

再活用できるようにするための補助制度の創設。 
⑥新たな新型インフルエンザワクチンの開発・研究の促進【新規】 

新たな新型インフルエンザワクチンの開発、製造期間の短縮等をは

かるため、組織培養法の研究、経鼻ワクチンの開発等を促進。 
 
（２）その他の感染症対策 

①流行拡大防止の措置に対する休業補償制度の創設 
病院・診療所において、流行が拡大するのを防ぐための措置として、

閉鎖した場合の損失を補償する制度の創設。 
②感染症患者の搬送体制の整備 

感染症患者を感染症指定医療機関へ搬送する搬送車が十分に確保

されていないことから、整備の推進。 
③肝炎対策の充実 

肝炎対策における検査体制の強化、治療水準の向上、感染防止の徹

底、普及啓発・相談指導の充実等、肝炎対策の充実。 
 

 

７．安心して子どもを産み育てるための環境整備  
 次世代を担う子どもたちの健やかな成長を支援することは、少子化対策

の一環として極めて重要である。 
少子化対策はさまざまな角度から総合的に実施されるべきであるが、子

どもたちの医療環境を守るという視点から、次のような対策が講じられる

べきである。 
 
（１）ペリネイタルビジット（周産期小児保健指導）の充実 

産科医と小児科医が連携し、出産前後の親に対し、小児科医による

育児指導を行い、親の育児不安軽減、子どもの虐待防止を推進。 

 

（２）児童手当支給要件緩和（現行 12 歳まで→15 歳まで） 
児童育児手当支給要件を 15 歳（義務教育年限）まで、所得制限な
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し、一律１万円とし、子どものいる家庭の経済的負担を軽減。 
（３）医療費自己負担分の補助 

15 歳までの医療費自己負担分の補助。 
 

（４）出産育児一時手当金の増額 
現在出産育児一時金が健康保険から 35 万円支給されているが、50

万円に引き上げ、実際の出産に関わる費用（健診、検査、分娩費等）

の個人負担分の軽減。 
 

（５）産後休業を 12 週に延長 
育児休業制度の利用を、現行の産後休業 8 週から 12 週に延長する

ことによる休暇取得の促進。 
 

（６）保険財源によらない不妊治療費の増額（現行 1 年あたり 10 万円 2 回ま
で） 

不妊治療は多岐、長期にわたることもあり、経済的負担も大きいの

で、公費負担を増額。 
 

（７）小児デイケア・ショートステイ施設等の整備 
親の仕事と育児の両立を支援するため、病児を預かる施設や子育て

に不安や息づまりを感じている親のために、子どもを預かる施設を整

備、子育ての支援。 
 

（８）子どもの心の診療医を育成・確保するための研修会費の補助 
近年、発達障害児や虐待による心の問題をもつ子どもへの対応の充

実が求められているが、こうした分野の専門的な診療を行うことがで

きる医師は限られていることから、いわゆる「子どもの心の診療医」

の養成・確保するための研修会を開催。 
 

（９）新生児聴覚スクリーニング検査の公費負担事業の予算化と聴覚障害児発

見時の治療ならびに療育体制の整備・充実 
 
（10）子育て中の母親が安心して勤労可能となるよう、子育て家庭への支援 
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（11）若手産婦人科医師確保のためのサマースクールの支援 
産婦人科を専攻する医師を確保するため、医学部学生やスーパーロ

ーテータに対するサマースクールの開催。 
 
（12）妊婦健康診査の公費負担の増額【新規】 

母体や胎児の健康確保を図るうえで、妊婦健康診査の重要性、必要

性が高まっている。望ましい受診回数（14 回程度）に比べて、公費負
担でカバーされている回数（最低限 5 回）が少ない。公費負担の増額。 

 
 
８．医学教育および研究を充実させるための整備と支援 

   医師には常に高いレベルの見識の維持と、これを向上するための自己研

鑽が求められている。その基礎となる医学教育等の充実が、医療の健全な

発展につながる。 
そのための速やかな環境整備が求められている。 

 
（１）医学研究者の育成【新規】 

基礎系医学研究者を育成するためには、卒後臨床研修と並行して医

学研究を進める、または医学研究をしてから臨床研修を行うなど、複

数のさまざまなコースを設定する必要がある。臨床研修を行わずに、

学部卒業直後に大学院に進学する者への経済的支援などを検討。 
 

（２）臨床研修指導医の増員および処遇の改善 
病院勤務医不足が問題となり、指導医の疲弊が言われている。良質

な医師を育成するためには、指導医の増員と指導医に対する適切な評

価と手当てが必要不可欠。 
 

（３）卒前診療参加型臨床実習の充実と国民への周知 

臨床研修期間は、基本的臨床能力を身につける 2 年間であるが、卒

前臨床実習が充実し、継続性を確保できれば、臨床研修 2 年目には専

門研修を導入することも可能である。とりわけ卒前臨床実習の柱とな

る共用試験（CBT、OSCE）によって、学生の医学的知識・技能・態度

の質が担保されるので、その支援体制が必要。また共用試験の合格認

定を行うことで、指導医の下で医行為ができることを国民に周知徹底
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するための費用の確保。 

 

（４）臨床医として不適格な研修医への進路指導【新規】 

臨床医として不適格な研修医への指導は、現在は、臨床研修病院だ

けに委ねられているが、実質的には機能していない。今後は、厚生労

働省の地方厚生局、臨床研修病院、大学の三者が構成する第三者機関

で行うべきである。第三者機関を設置し、なおかつ進路指導するため

の支援が必要。 

 
（５）新卒者の教育・研修の充実・強化 

平成 20 年度概算要求において若干の手当が行われているが、卒後

臨床研修も含めた、新卒者の教育・研修の充実・強化のための更なる

検討、予算化。 

 
 
９．その他  
 
（１）医療機関等施設の安全確保 

①医療機関等の耐震改修費補助 

新耐震基準（1981 年）を満たしていない施設の耐震改修を促進する

ため、医療機関、看護学校・養成所等を支援。 

②アスベスト除去工事費補助対象の診療所への拡大 

 

（２）地球温暖化対策に取り組む医療機関への補助 

喫緊の課題である地球温暖化問題に対し、医療機関の取り組みも始

まっているが、快適な療養環境の整備が最重要とされる特殊性から、

医療機関の地球温暖化対策には固有の困難な状況がある。以上より、

医療機関の地球温暖化対策に対する補助を要望。 

 

（３）国民生活安全対策の実施【新規】 

食品や化学物質等、日常生活の中で国民の健康の脅威となるものは

多い。診察や相談を通じて様々な事象を最初に覚知しうるかかりつけ

の医師から提供される健康被害情報を検討し、結果を現場に還元して

診療等に役立てるシステムの構築。 


